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スペシャルオリンピックス２０１６新潟
大会出場報告に係る市長表敬訪問

日　時　　平成２８年３月１５日（火）１４：００～１４：２０

場　所　　秘書課第２応接室

訪問趣旨　２月１２日～１４日にかけて新潟で開催された上記大会の
          出場選手が，出発前に市長を表敬訪問したところであるが，
　　　　　大会参加の報告のために再度表敬訪問する。

訪問者　　スペシャルオリンピックス２０１６新潟
　　　　　北海道選手団（旭川地区）

添付資料　表敬訪問予定者名簿
　　　　　大会要項

mailto:sport@city.asahikawa.hokkaido.jp


2016年SO日本冬季ナショナルゲーム・新潟

北海道選手団　旭川地区

種目 名前 性別 年齢 SO新潟大会個人成績 SO新潟大会団体成績 バーサー前夜祭 表敬訪問

クロスカントリースキー アスリート（選手） 高島　秀斗 タカシマ　シュウト 男 17 ３ｋｍフリー　ディビジョンM２　３位 ディビジョンM３　北海道①　１位 ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 小澤　彰太郎 コザワ　ショウタロウ 男 17 ３ｋｍフリー　ディビジョンM２　２位 ディビジョンM３　北海道①　１位 ○ ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 浜田　翔 ハマダ　カケル 男 18 ３ｋｍフリー　ディビジョンM２　１位 ディビジョンM３　北海道①　１位 ○ ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 濱舘　海斗 ハマダテ　カイト 男 19 ３ｋｍフリー　ディビジョンM１　２位 ディビジョンM２　北海道②　１位 ○ ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 竹内　宏記 タケウチ　ヒロキ 男 19 ３ｋｍフリー　ディビジョンM１　１位 ディビジョンM２　北海道②　１位 ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 熊本　小菜実 クマモト　コナミ 女 16 ２．５ｋｍフリー　ディビジョンF１　１位 ユニファイド　北海道③　オープン ○ ○

クロスカントリースキー アスリート（選手） 高橋　杏実 タカハシ　アミ 女 19 ２．５ｋｍフリー　ディビジョンF２　１位 ディビジョンM２　北海道②　１位

クロスカントリースキー アスリート（選手） 川本　麻衣 カワモト　マイ 女 19 ３ｋｍフリー　ディビジョンF１　１位 ディビジョンM３　北海道①　１位 ○ ○

クロスカントリースキー ヘッドコーチ 今野　征大 コンノ　マサヒロ 男 44 ○ ○

クロスカントリースキー コーチ 清水　雅明 シミズ　マサアキ 男 45 ○ ○

クロスカントリースキー コーチ 石川　ともえ イシカワ　トモエ 女 26 ○



 

 

2016年第６回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟 

大会要項 

 

１ 名称 

 日本語表記 2016年第6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟 

 英語表記  2016 Special Olympics Nippon National Winter Games Niigata 

 略称（愛称） スペシャルオリンピックス2016新潟 

 英語表記   Special Olympics 2016 Niigata 

 

２ 開催期間 

 2016年2月12日（金）～14日（日） 3日間 

・12日（金） 開会式 ／ 朱鷺メッセ 

  ・13日（土） 競技予選（ディビジョニング） ／ 各競技会場 

  ・14日（日） 競技決勝・表彰 ／ 各競技会場 

閉会式 ／ 南魚沼市民会館（朱鷺メッセをサテライト会場として使用） 

 

３ 開催趣旨 

(1) 全国各地で日常のスポーツプログラムに参加しているアスリートが、日頃のトレーニングの成果を

十分に発揮できるような質の高い競技運営や快適な生活環境を準備します。 

(2) 全国大会として、また、2017年にオーストリアで開催される「スペシャルオリンピックス冬季世

界大会」の日本代表選手選考会として、ふさわしい競技環境を準備します。 

(3) 競技だけでなく、大会での様々なプログラムや交流会、宿舎での共同生活でのコーチや多くのボラ

ンティアとの触れ合いを通じて、アスリートが仲間との絆を深めながら、自立と社会性を高める機

会とします。 

(4) この大会を通じ、障害の有無にかかわらず、互いの違いを理解し合い認め合い、多様な人々がとも

に育ち、共に生きるインクルージョン社会につながる機会を作ります。 

(5) この大会の準備と運営を通して、障がい者の自立と社会参加に取り組む企業、福祉、教育、行政な

どの関係者のネットワークを構築し、それぞれの活動のより一層の発展に寄与するよう努力します。 

(6) 主管地区であるスペシャルオリンピックス日本・新潟は、この大会及びスペシャルオリンピックス

について一人でも多くの市民に知ってもらうための機会を、可能な限り設けます。また、大会で得

た有形無形の遺産を生かし、今後の新潟におけるSO活動とインクルージョン社会の発展につなげ

ます。 

 

4 主催 ／ 主管 ／ 運営主体 

 主  催：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

 主  管：特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・新潟 

 運営主体：2016年第6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟実行委員会 

 



 

5 実施競技及び会場 

【競技】 

アルペンスキー 

スノーボード 

クロスカントリースキー 

スノーシューイング 

五日町スキー場 

南魚沼市寺尾1475 

フィギュアスケート 

ショートトラックスピードスケート 

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 

新潟市中央区鐘木257-17 

フロアホッケー 朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島6番1号 

【式典】 

開会式 朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島6番1号 

閉会式 南魚沼市民会館 南魚沼市六日町８６５ 

（サテライト）朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島6番1号 

 

6 選手団宿舎 

【新潟市会場】（7か所） 

新潟東急REIホテル 新潟市中央区弁天1−2−4 

新潟東映ホテル 新潟市中央区弁天２−１−６ 

万代シルバーホテル 新潟市中央区万代1-3-30 

新潟グランドホテル 新潟市中央区下大川前通３ノ町2230 

ホテルイタリア軒 新潟市中央区西堀通７番町1574 

ホテルオークラ新潟 新潟市中央区川端町６−53 

割烹の宿湖畔 新潟市中央区紫竹山７丁目５−13 

 

【南魚沼市会場】（16か所） 

旅館いろは亭 南魚沼市五日町449 

ロッジさんろくはうす 南魚沼市寺尾1445-1 

寿屋旅館 南魚沼市五日町1987 

前田屋 南魚沼市寺尾471 

柾廣館 南魚沼市寺尾 242-1 

やまなみ 南魚沼市寺尾1494 

横山館 南魚沼市寺尾192 

幸栄館 南魚沼市五日町河原沢1891-2 

ロッジロマン 南魚沼市小栗山2221-1 

ひいらぎ山荘 南魚沼市小栗山2146 

むつみ荘 南魚沼市小栗山2223 

ロッジ半二郎 南魚沼市小栗山2159 

湖畔荘 南魚沼市小栗山2027-3 

サンバレーひぐち 南魚沼市余川1784-6 

旬彩の庄 坂戸城 南魚沼市坂戸292-4 

ホテル木の芽坂 南魚沼市余川1784-6 

 

7 競技以外のイベント 

体験プログラム（スノーシューイング） 



 

ヘルシー・アスリート®・プログラム 

ユニファイドスポーツ®デモンストレーション 

ヤングアスリートプログラム™デモンストレーション  など 

 

8 参加予定人員 

 参加地区等  47都道府県の地区組織 

 アスリート            ６５０名 

 選手団役員・コーチ        ３３０名 

 大会役員・審判          ２５０名 

 ボランティア         ３，０００名 

 ファミリー・応援団・観客   ６，０００名    合計  １０，２３０名 

 

9 参加資格 

(1) アスリート（知的障害のある競技者） 

① スペシャルオリンピックス日本の地区組織にアスリートとして登録し、2016 年 2 月 12 日

現在で８歳以上であること。 

② 2013年11月 1日から 2016年 1月 12日までの間に、スペシャルオリンピックス日本

の地区組織または設立準備委員会が提供している大会競技種目のスポーツトレーニングプログ

ラムに、８週間以上にわたり８回以上参加した経験のある者。 

③ 大会期間中、選手団のみで行動できる体力、情緒の安定、自立度、社会適応力があること。な

お、そこには競技の能力レベルは含まないものとする。 

④ 大会参加にふさわしい身体状況であること。 

⑤ 大会への参加に関して、アスリート本人の同意が得られていること。ただし、アスリートが20

歳未満の場合は、保護者の同意も必要である。 

⑥ 上記の条件を満たし、各地区組織の選手団選考委員会にて参加が適格であると認められた者。 

(2) コーチ 

① 大会競技種目のスペシャルオリンピックス日本認定コーチであること。（2016年 1月 12日

現在で認定コーチの資格要件を満たし、各地区組織が認めた者） 

② 大会当日までの約２年の間に、スペシャルオリンピックス日本の地区組織または設立準備委員

会が提供している大会競技種目のスポーツトレーニングプログラムに参加していること。 

③ 大会参加にふさわしい身体状況であること。 

④ 上記の条件を満たし、各地区組織の選手団選考委員会にて参加が適格であると認められた者。 

(3) 団長・副団長及び追加スタッフ 

① スペシャルオリンピックス日本の地区組織に登録していること。 

② スペシャルオリンピックス日本の提供する「ゼネラルオリエンテーション」及び「アスリート

理解」を受講していること。 

③ 大会当日までの過去2年以内に地区組織または設立準備委員会の提供するスポーツトレーニン

グプログラムに参加していること。 

④ 大会参加にふさわしい身体状況にあること。 

⑤ 上記の条件を満たし、各地区組織の選手団選考委員会にて参加が適格であると認められた者。 

 

10  選手団構成基準 

① 選手団は、団長と副団長を派遣することができる。但し、アスリートが5名以下の場合は、 

団長のみとする。 

② 団長、副団長を除く選手団の構成は、原則として各競技アスリート(ユニファイドスポーツ® 



 

アスリートを含む)・パートナー4名に対しコーチ1名とする。 

但し、アスリートの男女構成でコーチ数を変更する場合がある。 

③ 選手団が必要と判断した場合は、スタッフを追加して選手団を構成することができる。 

追加できるスタッフの数については、全アスリート数（パートナーは含まない）の20％の 

範囲内とする。そのスタッフは、追加スタッフと呼ばれ、各競技のヘッドコーチにはなるこ 

とはできないが、その他は選手団の公式メンバーとして同様の待遇を受けることができる。 

 

11 競技規則 

 本大会は、公式スペシャルオリンピックススポーツルール第Ⅰ章総則（2014年改訂版）、各競技ル

ール(2014年3月改訂版)、及び各競技の国際競技団体競技規則最新版、国内競技団体競技規則最新版

に沿って行う。ただし、各競技のルール委員会で、本大会に関するルールを定めた場合は、それが優先

する。 

 

12 選手団クォータ（参加枠） 

 本大会では、各地区選手団に参加人数枠を設ける。 

 

13 エントリー 

アスリートのエントリーについては、１人１競技とする。エントリーが可能な種目数や詳細について

は、各競技要項を参照すること。また、エントリーされたアスリート及びコーチ（団長・副団長・追加

スタッフ含む）の参加についての最終判断は、大会実行委員会が行う。 

 

4月上旬 大会要項・競技要項・クォータ申請用紙をSONより各地区へ発送 

5月7日 クォータ申請 締切 

     大会クォータの調整 

6月上旬 大会クォータの正式通知 

9月４日 エントリーフォーム配布 

11月１日    エントリー締切 

＊ 11 月 1 日以降にケガや病気等のやむをえない事情、または参加資格を満たすことが出来なかっ

たことによりエントリー変更の必要が生じた場合は、既にエントリーされているアスリートと同性

かつ同競技へのエントリー変更に限る。（コーチを含む。） 

 

14 地区負担金 

アスリート、コーチ、選手団役員（団長等）、追加スタッフ   1人あたり 10,000円 

＊ 各地区から、大会開催地の最寄り空港・駅、開会式会場までの輸送手配・交通費は各地区負担とす

る。 

 

 

 
≪本件に関する問い合わせ先≫ 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 プログラム推進チーム 担当 日向野、園部 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2丁目 22-1 西新橋 2丁目森ビル 7F 

TEL： 03-6809-2034  FAX： 03-3436-3666 E-mail： son_program@son.or.jp 


