
 
2021年 11月 5日 

報道関係各位 

公益財団法人日本パラスポーツ協会 

 

2021ジャパンパラ車いすラグビー競技大会 

開催のご案内 
■日時： 11月20日（土）10:00～17:00 第 1-3試合（報道受付9:00） 

     11月21日（日）10:00～14:00 エキシビション、決勝戦（報道受付9:00） 
 

■場所：千葉ポートアリーナ（千葉市中央区問屋町1−20） 

 

公益財団法人日本パラスポーツ協会は、「2021 ジャパンパラ車いすラグビー競技大会」を 

11月 20日（土）から 21日（日）まで、千葉ポートアリーナで開催します。 

今大会は、日本代表チームの競技力強化を目的に、日本代表候補が３チームに分かれて対決しま

す。ご多用中と存じますが、ぜひともご取材のご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

 

＜取材に関するお願い＞ 

●新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現地におけるフィールドエリア（ゲームコート）

での取材および MIX取材は、以下の通り制限させていただきます。調整は各社でお願いいたします。 

・テレビ：ENG一局(系列)一台 3名まで 

・新聞：記者一社 2名に加え、カメラマン一社 1名まで 

・雑誌：記者 1名に加え、カメラマン 1名まで 

・デジタルメディアおよびフリー団体：1名まで 

●2階席からは上記制限なくご取材いただけます。 

●有観客試合で実施予定。全試合 YouTube中継あり。 

●MIX取材のリモート視聴あり。会場内にいる MIXに入れない記者、会場外の記者向けです。但し、

質問は、MIXゾーンにいる取材者のみとさせていただきます。 

※視聴希望者には、視聴 URLを送りますので、リモート視聴参加申請をお願いいたします。 

●今回の MIX取材は、選手負担を考慮し、感染対策をとった上で、ムービー・スチール・ペン記者

同時に行う囲み取材形式とさせていただきます。 

●個別取材はお受けいたしません。 

 

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い＞ 

●開催（ご取材日）2週間前から体調管理・検温を徹底していただき、「取材チェックシート（書式1）」

および「体調チェックシート（書式2）」を大会当日に提出いただきます。提出のない場合は、ご

取材いただけませんので予めご了承ください。 

●開催（ご取材日）14日前～当日に症状がある場合や平熱以上の発熱の方の、会場への入場は認め

られません。 

●受付に非接触型体温計を用意していますので、検温にご協力をお願いします。ご協力いただけな

い方、発熱がある方につきましてはご入場いただけません。 

●会場内においては、感染の予防、拡大防止という観点から、マスクの着用、手洗い、アルコール

消毒、咳エチケットなどのご協力をよろしくお願いいたします。マスク未着用の場合、ご入場い

ただけません。また、 他者と一定の距離を保つ様お願いいたします。 

●取材受付の際は間隔を空けてお並びいただきますようお願いいたします。  

●発熱、咳、くしゃみ等の症状がある方、および以下に該当される方は、来場をお控えください。 



 
・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又

は当該在住者との濃厚接触がある場合。 

 

＜取材申請方法＞ 

●取材の申請にあたっては、必ず上記内容をご確認の上、お申し込み下さい。なお申し込みされた

場合には、全ての内容にご同意いただけたこととさせていただきますので、予めご了承下さい。 

※制限内であれば、フィールドエリア取材と MIXゾーン取材の人の入れ替えは構いません。 

※制限内であれば、当日の取材者の変更も構いません。現在の状況としてお伝えください。 

 

●取材を希望される報道関係者の方は、以下の入力フォームか、QRコードにアクセスいただき、必

要事項をご記入の上、11月 17日（水）19:00までにお申込みお願いいたします。 

 

https://forms.gle/GedVhEpGZMJkDMbH7 

 

 

（必須）取材チェックシート・体調チェックシートはこちらから 

https://bit.ly/3GQZ4HY 

 

●入力いただいたアドレス宛に、MIX 質疑応答の視聴 URL をお送りいたします。開催前日までに視

聴 URLが届かない場合は事務局メール(jpc-pr@vectorinc.co.jp)までご連絡ください。 

 

※ご案内した内容が、今後の情勢変化によって変更の可能性があるので、ご承知おき下さい。 

 

※本件の取材は報道を目的とした法人、および法人から委託を受けた方を対象としております。報

道以外の目的での取材ご希望の方は、別途、企画書の御送付をお願いいたします。内容を検討さ

せて頂き、事務局より取材の可否についてご連絡させて頂きます。 

※本大会の取材にあたり、社会的モラルに反する行為、大会および大会関係者・競技者を侮辱する 

行為・言動をしたと主催者が判断した場合は、取材資格を取り消させていただき、本大会で取材

した作品の公表を禁止させていただきます。予めご了承ください。 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先＞ 

2021 ジャパンパラ車いすラグビー競技大会広報事務局（プラチナム内） 

担当： 中尾・ 澤田・ 船越・ 菅 

Email: jpc-pr@vectorinc.co.jp 

中尾： 090-5127-7939 ／澤田： 080-4647-3884 ／船越： 080-4356-9709 

https://forms.gle/GedVhEpGZMJkDMbH7
https://bit.ly/3GQZ4HY


 

＜開催概要＞ 

■日時：2021年 11月 20日（土）10:00～17:00 第 1-3試合（報道受付 9:00） 
11月 21日（日）10:00～14:00 エキシビション、決勝戦（報道受付 9:00） 
※ご取材の際は、必ず報道受付をお通りいただき、受付をお済ませください。 

 
■場所：千葉ポートアリーナ（千葉市中央区問屋町1−20） 

アクセス： 
・ＪＲ「千葉駅」から、千葉モノレールで、「千葉駅」から、千葉みなと方面行きで、「市
役所前駅」下車、徒歩 8分。※「千葉駅」から徒歩 16分。 
・ＪＲ京葉線「千葉みなと駅」から、千葉モノレールで、「千葉みなと駅」から、千葉駅
方面行行きで、「市役所前駅」下車、徒歩 8分。※「千葉みなと駅」から徒歩 15分。 
・京成電鉄・京成線「千葉中央駅」から徒歩 12分。 

 

■駐車場：千葉ポートアリーナ駐車場が一般利用と同様にご利用可能（料金は自己負担となります） 

https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/po-toari-na.html 

 

■競技日程（予定）※スケジュールは試合の進行状況により変更される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Low Pointers Game とは 0.5～1.5 点の選手のみで行う試合。2022年に USA で世界大会開催が決

定しています。 

※感染防止対策を徹底し、密を避ける目的で、開会式、表彰式・閉会式ともに実施しない。 

 

■主催：公益財団法人日本パラスポーツ協会 

■共催：一般社団法人日本車いすラグビー連盟 

 

■ジャパンパラ競技大会オフィシャルサイト（参加選手情報・リザルトなど随時追加予定）

https://www.jsad.or.jp/japanpara/wheelchair-rugby/ 

■全試合ライブ配信 https://www.youtube.com/user/jsadchannel 

 

■今後のジャパンパラ競技大会の予定 

・2021ジャパンパラゴールボール競技大会 

期間：12月 11日（土）〜12日（日）、会場：郷土の森総合体育館(東京都府中市)  

 

■本大会に関する問い合わせ先 

日本パラスポーツ協会企画広報部 黒田・赤星 jpcjpsa-media@parasports.or.jp 

日程 

 開始時間 対戦 

11月 20日（土） 

第 1試合 10:00 日本代表候補 A VS 日本代表候補 B 

第 2試合 13:00 日本代表候補 A VS 日本代表候補 C 

第 3試合 16:00 日本代表候補 B VS 日本代表候補 C 

11月 21日（日） 

エキシビション 10:00 Low Pointers Game 

決勝戦 13:00  VS  

https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/po-toari-na.html
https://www.youtube.com/user/jsadchannel


 
■選手一覧 

 

【日本代表候補 A】 

氏 名 ふりがな 
性別 クラス 

姓 名 姓 名 

安藤 夏輝 あんどう なつき 男 0.5 

小川 仁士 おがわ ひとし 男 1.0  

渡邉 翔太 わたなべ しょうた 男 1.5 

日向 顕寛 ひうが あきひろ 男  1.5 

中町 俊耶 なかまち しゅんや 男 2.0  

今野 匡人 こんの まさと 男  2.0 

白川 楓也 しらかわ ふうや 男 2.5  

荒武 優仁 あらたけ まさひと 男 2.5 

櫻井 永遠 さくらい とわ 男 2.5 

ヘッドコーチ：Kevin Orr 

 

【日本代表候補 B】 

氏 名 ふりがな 
性別 クラス 

姓 名 姓 名 

関 卓也 せき たくや 男 0.5  

長谷川 勇基 はせがわ ゆうき 男 0.5 

今井 友明 いまい ともあき 男 1.0  

乗松 聖矢 のりまつ せいや 男 1.5  

壁谷 知茂 かべたに ともしげ 男 2.0  

堀 貴志 ほり たかし 男 2.0 

橋本 勝也 はしもと かつや 男 3.5  

村田 和寛 むらた かずひろ 男 3.5 

ヘッドコーチ：荻野 晃一 

 

【日本代表候補 C】 

氏 名 ふりがな 
性別 クラス 

姓 名 姓 名 

倉橋 香衣 くらはし かえ 女 0.5F  

岸 光太郎 きし こうたろう 男 0.5  

若山 英史 わかやま ひでふみ 男 1.0  

乗松 隆由 のりまつ たかゆき 男 1.5  

菅野 元揮 すがの もとき 男 2.0 

羽賀 理之 はが まさゆき 男 2.0  

下野 勝也 しもの かつや 男 3.0  

島川 慎一 しまかわ しんいち 男 3.0  

ヘッドコーチ：福井 正浩 

 

※Low Pointers Game(ローポインターズゲーム)の組み合わせは後日、大会公式ホームページ

上にてお知らせいたします。 


