
様式１

旭川市報道依頼
各報道機関 様

令和４年８月３０日

発信課 観光スポーツ交流部スポーツ課

担当者 黒墨

連絡先

電 話：２３－１９４４

ＦＡＸ：２５－２６８０

E-mail：sport@city.asahikawa.lg.jp

分 類 イベント･行事 募集 契約･入札 会議･説明会 その他

日 程 令和４年９月３日（土）

発表項目

（行事名） 第３回旭川市フロアカーリング交流大会の開催について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

市民の誰もが気軽に取り組み，楽しむことができるニュースポーツ「フロア

カーリング」を通じて，参加者の健康の増進や体力作り，また参加者同士の交

流など，生涯スポーツの推進を図ることを目的として，次のとおり事業を実施

しますので報道方よろしくお願いします。

１ 第３回旭川市フロアカーリング交流大会

（１） 開催日 令和４年９月３日（土）8:30～12:30

（２） 開催場所 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市花咲町５丁目）

（３） 種目 フロアカーリング フォース（４～５名１組、１チーム）

（４） 参加チーム数 16 チーム

２ 問合せ先

旭川市スポーツ推進委員会事務局

070－8525 旭川市 6条通 10 丁目 旭川市第三庁舎 1階

観光スポーツ交流部スポーツ課内 担当：黒墨，加藤

電話：0166－23－1944，FAX：0166－25－2680

添付資料 有 ・ 無（イベントチラシ）

報道（取材）に当

たってのお願い

有（リーフレット・開催要項）

備 考



フロアカーリングとは？

床でできるカーリング

タイヤ付きの
木の円盤を投げて
的からの距離を

競います

主催：旭川市 旭川市スポーツ推進委員会 主管：旭川市スポーツ推進委員会

第3回 旭川市

フロアカーリング
交 流 大 会

2022
9/3 ( SAT )
8:30-12:30

会場

旭川市リアルター夢りんご体育館
旭川市花咲町５丁目

申込

参加資格：市内在住の方（小学生以上）

参加料：無料（上位チームには賞品あり）

申込書に必要事項を記入の上
お申込みください

〆切 8/23（TUE）

旭川市観光スポーツ交流部スポーツ課内
旭川市スポーツ推進委員会事務局

（担当:黒墨･加藤）

第3回 旭川市

フロアカーリング
交流大会



第 3回 旭川市フロアカーリング交流大会 参加申込書 
 

１ 参加資格 旭川市内在住の方（小学生以上） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，旭川市内在住の方に限定しています。 

２ 申込期間 令和４年 7 月 29 日（金）～令和４年 8 月 23 日（火） 先着 16 チーム 

       定員になり次第締め切らせていただきます。 

３ 申込先  旭川市スポーツ推進委員会事務局 

〒070-8525 旭川市 6 条通 10 丁目 旭川市第 3 庁舎 1 階 スポーツ課内 

Mail：sport@city.asahikawa.hokkaido.jp 

FAX：0166-25-2680 

本申込書に必要事項を記入の上，メール，FAX 又は郵送でお申し込み 

下さい。（詳しくはホームページをご覧ください） 

４ 注意事項 

 ・新型コロナウイルスの感染状況により，急遽中止等の判断を行う場合があります。 

・不織布マスクの着用や手指の消毒など新型コロナウイルス感染症予防対策に御協力ください。 

・発熱や咳等の体調不良の場合は，大会への参加を自粛するようお願いします。 

・競技中の事故・怪我への補償は，主催者が加入した傷害保険の範囲内での対応となります。 

・貴重品は各自の責任で保管してください。盗難・紛失等について，主催者側では一切の責任を 

負いません。 

・主催者並びにメディア関係者が撮影した画像・動画の肖像権は主催者に帰属します。 

・この参加申込書によって取得した個人情報は，この大会の運営以外の目的に使用しません。 
 

上記注意事項を承諾の上，参加申込をします。 

 参加者（1 チーム 4 名，但し 5 名まで登録可） 

№ 
ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏 名 年齢 

学 年 
(学生のみ) 住所 電話番号 

１ 
 

    
 

２ 
 

    
 

３ 
 

    
 

４ 
 

    
 

５ 
 

    
 

※氏名には必ずフリガナを，年齢は令和４年 9 月 3 日現在を記入してください。 

※小学生が参加するチームには必ず保護者が同伴してください。 

 
チーム名                 チーム代表者               

ホームページは 
こちらから！！ 



第３回 旭川市フロアカーリング交流大会 開催要項 

 

１ 目的 市民の誰もが気軽に取り組み，楽しむことができるニュースポーツ「フロアカーリン

グ」を通じて，参加者の健康の増進や体力作り，また参加者同士の交流など，生涯ス

ポーツの推進を図る。 

２ 主催 旭川市 旭川市スポーツ推進委員会 

３ 主管 旭川市スポーツ推進委員会 

４ 開催日 令和４年９月３日（土） 

５ 開催場所 旭川市リアルター夢りんご体育館（旭川市花咲町５丁目） 

６ 日程 受付開始  ８時３０分 

  代表者会議  ９時００分 

開会式   ９時１５分 

競技開始  ９時３０分 

閉会式  １２時１５分 

終了  １２時３０分 

７ 競技種目 フロアカーリング フォース（４名１組，但し登録は５名まで可） 

８ 競技方法  (1) 参加チームを各ブロックに分け，各試合 4 セットの予選リーグを行います。 

同点の場合は延長 1 セットを行います。延長のセットの得点は総合得失点には 

含みません。 

(2) 予選リーグの勝率が同率の場合は，得失点差で上位チームを決定しますが， 

得失点差が同じ場合は抽選とします。 

(3) 予選リーグの各ブロックの順位結果を基に，決勝トーナメントを行い，最終順位

を決定します。（３位決定戦なし） 

９ 競技規則 日本フロアカーリング協会公認ルール 

10 参加料 無料 

11 参加資格 市内小学生以上の方（小学生が参加する場合は必ず保護者が同伴してください） 

12 募集数 最大１６チーム（先着順） 

13 表彰 上位チームへの表彰あり 

14 申込期間 令和４年７月２９日（金）から令和４年８月２３日（火）まで 

  ※申込みチーム数が定数になり次第，締め切らせていただきます。（先着順） 

15 申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上，メール，ＦＡＸ又は郵送にて申込みをしてください。 

16 申込先 旭川市スポーツ推進委員会事務局 

  〒070-8525 旭川市 6 条通 10 丁目 旭川市第 3 庁舎 1 階 

観光スポーツ交流部スポーツ課内（担当：黒墨・加藤） 

電話：0166-23-1944，ＦＡＸ：0166-25-2680 

17 注意事項 (1) 不織布マスクの着用や手指の消毒など新型コロナウイルス感染症予防対策に 

御協力ください。 

(2) 動きやすい服装，上靴を持参のうえ御参加ください。 

(3) 競技中の事故・怪我については主催者側で傷害保険に加入しますが，競技以外の 

事故・怪我については主催者側では責任は負いません。 

(4) 競技中の事故・怪我への補償は，主催者が加入した傷害保険の範囲内であること 



を了承の上，お申込み下さい。 

(5) 貴重品は各自の責任で保管してください。盗難・紛失等については，主催者側で 

は一切の責任を負いません。 

(6) 駐車場の数に限りがありますので，なるべく乗り合わせでご来場下さい。 

(7) 主催者並びにメディア関係者が撮影した画像・動画の肖像権は主催者に帰属しま 

す。 

(8) 新型コロナウイルスの感染状況により，急遽中止等の判断を行う場合があります。 

 

 

＜フロアカーリングとは＞ 

 新得町生まれのニュースポーツで，季節や天候に左右されない室内競技として平成 

 5 年に誕生しました。木製のターゲットを的にキャスター付きの木製のフロッカーを 

送球し，得点を競います。子どもからお年寄りまで，男女問わず誰でも手軽に楽し 

めるスポーツです。 

 


