体調チェックシートは入場受付時にご提出をお願い致します。
受付時の混雑を避けるため、来場前の記入にご協力をお願い致します。

【観 客 用】

◆ご入場に際する体調チェックシート◆
体調チェックシートは新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としてご提出いただきます。
なお、体調チェックシートのご提出をいただけない場合、または、次の事項に該当があった場合は
入場をお断りさせていただきますので予めご了承ください。

２０２２年３月
氏名
居住地

提出

年齢
名寄市内

・

市外（都道府県名：

電話番号
体温

日

市町村名：

）

宿泊先
℃

地元出場
選手紹介

※事前にご自身で検温し、0.1℃単位で記入して
ください

□過去２週間以内において、以下の事項にあてはまるものはありません。
・37.5度を超える発熱
・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
・だるさ（倦怠感（けんたいかん））、息苦しさ（呼吸困難）
・味覚異常、嗅覚異常
・体が重く感じる
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
または当該在住者との濃厚接触
□注意事項
（共 通）
・マスクをご持参し、常時着用をお願いします。
・会場では大きな声での応援、会話をしないでください。
・入場後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、大会事務局に速やかに
報告してください。
・会場内に掲示している北海道コロナ通知システムへの登録にご協力をお願い致します。
・感染防止のため主催者が決めた措置の順守、主催者の指示に従ってください。
（観 客）
・観戦エリア以外の立ち入りは禁止とします。
・各会場管理棟内のトイレは利用できません。仮設トイレをご利用ください。

※この体調チェックシートは大会ホームページ
でもダウンロードできます。
『なよろスポーツなび』
https://nayorosports.com/

いいえ
全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会

競技日程

本大会は、選手・コーチ・その他
すべての大会関係者に対して事
前に抗原検査を実施し、感染症
対策に努めて実施しています。

上記記述内容が事実であることを確認します。虚偽記載による問題発生時には本人に責任があることを確認します。

はい

3.10 thu ▶14:00 小学生クロスカントリー・クラシカル

新型コロナウイルス感染症拡大防止について

体調チェックシートにご記入いただいた個人情報は、感染拡大防止に必要な場合に限定して利用させていただ
きます。また、必要に応じて、保健所に情報提供することがありますのでご了承をお願い致します。

3.11 fri ▶14:00 小学生クロスカントリー・フリー
3.12 sat ▶ 8:30 スペシャルジャンプ
▶ 9:30 クロスカントリー・クラシカル
3.13 sun ▶ 8:30 コンバインドジャンプ
▶ 9:30 クロスカントリー・フリー
▶13:30 コンバインドクロスカントリー

事務局：名寄市総合政策部スポーツ・合宿推進課
ＴＥＬ：０１６５４ー 2 ー２２１８

主
後

催
援

(公財)全日本スキー連盟 ／共 催 名寄市、名寄市教育委員会、Nスポーツコミッション、名寄地方スキー連盟 ／主 管 全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会
(公財)日本オリンピック委員会、(公財)日本スポーツ協会、北海道、北海道教育委員会、(公財)北海道スポーツ協会、(一財)名寄市体育協会 ／協 力 陸上自衛隊名寄駐屯地、北星信用金庫

このイベントはスポーツ振興くじ助成金を受けて行われています。

2022年 3月8日（火）〜13日（日）、名寄市を舞 台に「 J O Cジュニアオリンピックカップ 2022全日本
ジャンプ台

４日間で実 施され 、各競 技に全 国のトップジュニアアスリートたちが集 結 。名寄市からは６名の

◇第71回全国高等学校スキー大会（インターハイ）28位

最後のインターハイでは、自分の対応力の低さが目立ちなかなか上
手く飛べず、本番ではあまり納得のいくジャンプができませんでした。
2年前の冬に足首の骨折、靭帯の断裂をして以来、もっと強くもっと遠
くまで飛びたいという気持ちが強くなり、それが原動力となって、卒業
後は㈱イトイ産業で働きながら競技を続けていきます。現在、ジャンプ
の調子は徐々に良くなってきているので、最後のジュニアオリンピッ
クでは自分のベストジャンプを2本揃え、10位以内入賞を目指します。

- 今シーズンの主な出場大会 -

◇第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 ４位
◇第71回全国高等学校スキー大会（インターハイ） ６位
今シーズンは全日本の強化指定選手入りし、レベルの高い選手と共
に練習することで、選手としての自覚が高まりました。現在は、体の動
き方が徐々に良くなり風に乗れるようになってきたので、課題である
脚力の弱さを克服し空中後半に繋がるよう力強く踏むトレーニングを
しています。今年のジュニオリは、世界ジュニア選手権に出場する選手
が居ない中での試合になりますが、そのなかでも自分が納得いくジャ
ンプをして表彰台に登ることを目標に一生懸命頑張りたいと思います。

クロスカントリー
やのみき

矢野 美輝

《おといねっぷ
選手 美術工芸高校 2 年》

- 今シーズンの主な出場大会 -

◇第100回全日本スキー選手権大会 総合パシュート 46位
◇第71回全国高等学校スキー大会（インターハイ）FR60位 CL34位
去年は辛い練習の記憶ばかりでしたが、今年はタイムが伸びたり、先
輩についていけるようになったり、成長と楽しさを感じています。クロ
カンの魅力は努力の分結果がついてくること。自信を持てるまで努力
することの大切さを今年は特に感じました。今シーズンは本調子で走
れず納得のいく結果を出せていませんが、成長したフォームやストラ
イドを活かす走りで、ジュニオリでは20位以内に入ることが目標です。
応援してくれる方に成長を感じてもらえる走りができるよう頑張ります。

クロスカントリー
やのまさはる

矢野 雅治

選手《下川商業高校 1 年》

- 今シーズンの主な出場大会 -

◇第54回北海道中学校スキー大会
FR 21位 CL19位
小学生までは、練習でフリスビーをしたり遊びを兼ねたトレーニン
グで楽しい部分が大きかったのですが、中学に入って練習量も内容も
変わり、練習に対する意識が変わりました。大会では速い動きだったり
苦しくなるとフォームが崩れてしまいがちなので、綺麗なフォームを
維持して走り切ることが今の課題です。昨年は初めての長野での全国
大会に出場して刺激を受けました。ジュニオリは中学生になって初の
全国大会。体力やペースをしっかり考え、ベストで走りたいと思います。

▶ 8：30 スペシャルジャンプ

3.13 sun

▶ 8：30 コンバインドジャンプ

街➡

名寄市

ー場
リスキ
ピヤシ

※会場内移動は
で示した動線上でお願いします。
※健康チェック票を 観客受付 に提出し、 観客エリア にお進みください。
※路上駐車はご遠慮ください。会場図に示した 駐車場 をご利用ください。
※感染症拡大防止のため、選手・関係者エリア は立ち入り不可です。

選手
競技役員
関係者エリア


 ＠なよろ健康の森

コース

WC

観客エリア

観客受付

出場者専用
駐車場

クロスカントリー
きくちりんか

菊池 凜花

一 般
駐車場

選手《名寄中学校 3 年》

- 今シーズンの主な出場大会 -

◇第54回北海道中学校スキー大会 FR ４位 CL 10位
◇第59回全国中学校スキー大会 FR 20位 CL 46位
小さい頃から前半の1kmの速さが出ないという弱点があったのです
が、今夏から前半スピードを上げてスタート、後半は気持ちでねばって、
という走りを意識してトレーニングしました。それが少しずつ、特にフ
リーで成果が出てくるようになってきています。実際、全道大会よりも
全国大会の方がうまく走ることができたので、良くなっている感覚が
自信にも繋がっています。中学最後のジュニオリは、楽しみながら自分
の力を結果として出して、成績が残るように頑張りたいです。

小学生クロスカントリー
きくちろうさ

選手《名寄中学校 1 年》

939

3.12 sat

ピヤシリスキー場

- 今シーズンの主な出場大会 -

岩崎 里胡

※

観客
受付

＠名寄市ピヤシリシャンツェ

⬇

選手《下川商業高校 3 年》

入不可

観客立

内：
エリア
赤枠の

➡

鴨田 大綺

いわさきりこ

観 客エリア

かもだともき

スペシャルジャンプ

一般 駐 車 場

スペシャルジャンプ

︵なよろ温泉サンピラーＰ︶

名寄市在住の出場選手紹介

選手・競技役員
関 係 者エリア

ノーマルヒル

兼 全日本 小・中学生選 抜スキー大会（ノルディック種目）」が開催されます。競 技は10日〜13日の
小学・中学・高校生選手が出場します。大会開催を目前に、出場選手たちに意気込みを聞きました！

関係者駐車場

ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技・ジャンプ 競技・ノルディックコンバインド競技



菊池 楼紗

3.10 thu

▶14：00 小学生クロスカントリー・クラシカル

3.11 fri

▶14：00 小学生クロスカントリー・フリー

3.12 sat

▶ 9：30 クロスカントリー・クラシカル

3.13 sun

▶ 9：30 クロスカントリー・フリー
▶13：30 コンバインドクロスカントリー

サンピラーパーク

一 般
駐車場

大会期間中（3/9〜13）の「日進ピヤシリ線」一 部変更について

一般駐車場

期間中、名士バス運行の路線バス「日進ピヤシリ線」において、「ピヤシリスキー場」行の1便・2便
および「名士バス」行の1便・2便は、「サンピラー交流館前」に停車いたしません。サンピラー交流館
ご利用の方は「健康の森」で降車ください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

道立サンピラー交流館

選手《名寄南小学校 6 年》

- 今シーズンの主な出場大会 -

◇第49回旭川クロスカントリースキー大会 ３位
◇第32回たかすオオカミの里北野クロスカントリー大会 ２位
家族の影響でクロカンを始めて、遊びの延長のような感覚でしたが、
4年生頃から少年団の先輩たちがどんどん卒業していって、自分が一番
年上になり、持久走やスピードメニューをやるようになって、競技とし
て意識が変わっていきました。今はコンバインドもやっていて、小学生
コンバのクロカンで一番速い選手に追いつきたい思いで練習に取り組
んでいます。初めてのジュニオリは地元のコースですが、下り坂が少し
急なので、転んでも立って、最後まで諦めないで頑張りたいです。

本大会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、観客のみなさまに以下のご協力をお願いいたします。
大会当日の現地観戦において「ご入場に際
する体調チェックシート」の提出を必須とし
ます。当ページ裏面のチェック票（大会HPで
ダウンロード可）に必要事項を記入のうえ当日
持参し、各会場の受付にご提出ください。

当日会場では、上記会場図のとおり
エリア別の入場制限を行います。ご
来 場 のみなさまは、スタッフの 指 示
に従い観客エリアでの観戦をお願い
いたします。

出場選手、競技役員、その他すべての大会関係者は、体調チェック及び抗原検査を実施したうえで大会に参加しています。市外からの参
加者には２週間の健康観察票の提出を徹底するなど、大会開催にあたって細心の注意を払い対応してまいります。

※大会ホームページ『なよろスポーツなび』 https://nayorosports.com/

