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FIPFA Powerchair Football World Cup 2022 第１回日本代表候補選考合宿（東日本）実施要綱 

～令和 3 年度スポーツ振興基金助成事業～ 

名  称： FIPFA Powerchair Football World Cup 2022 第１回日本代表候補選考合宿（東日本） 

           （以下、FIPFA World Cup 2022 と記載） 

目  的：本合宿は、2022 年開催予定の国際大会の電動車椅子サッカー日本代表チームや選手の強化育成を目的として開催

する。 

主  催：一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会 

協  力：日本電動車椅子サッカー協会 審判委員会（予定） 

事務局：〒113-8311 東京都文京区本郷 3-10-15 JFA ハウス 6F 

一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟（JIFF）内 

一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会 宛 

TEL 03-3818-2031  FAX 03-6684-4034 

日  時：2022 年 1 月 8 日（土）9：00～17：00 

＊別添「FIPFA World Cup 2022 第１回日本代表候補選考合宿スケジュール（東日本）」参照  

会  場： 高円宮記念 JFA 夢フィールド   〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜 11 JFA 夢フィールド 

＊会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。 

＊公共交通機関アクセスについては、以下の「高円宮記念 JFA 夢フィールド」ホームページを参照してください。 

URL：https://www.jfa.jp/nfc/access.html  

＊最寄駅からのアクセス（JR 京葉線「海浜幕張駅」より徒歩 15 分）、有料駐車場有。 

 

参加人数： 選手名は別添「FIPFA World Cup 2022 第１回日本代表候補選考合宿参加選手名簿（東日本）」参照 

※現在、作成中 

選手 25 名、介助者 35 名、コーチ 1 名、ドクター２名、スタッフ９名、審判４名     計 7６名（予定） 

 
【補 足】 
⬧ 健康状態の自己管理に十分注意するとともに、団体の責任のもとに安全管理を徹底します。  
⬧ 新型コロナウイルス感染症対策（別紙 医学学術委員会作成）を徹底する。また、厚生労働省、日本パラスポーツ協会、

JPFA、各自治体、保健所、開催会場等の対策に準じる。濃厚接触者や感染者が出た場合は、対象の保健所や理事会の

指示に従って対応する。 

⬧ 会場の地域等に緊急事態宣言等が発出された場合は、合宿の延期や中止になる場合がある。 

⬧ 代表候補選考合宿は、宿泊を伴わず、1 日で開催する。 

⬧ 合宿参加者は、公共交通機関ではなく、自家用車等での移動を推奨する。 
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１．イベントに関する連絡・注意事項 

受付 

⬧ 申込フォームに、基本情報・自己分析・メディカル情報の３項目に入力をして申込をしてください。 

⬧ 選手集合時間は 10：30 です。11：00 より開始できるように準備をしてお集まりください。 

⬧ 体育館入口にて、各自受付をお済ませください。  

⬧ 問診票（選手・家族・介助者等の合宿参加者全員）の提出をお願いします。 

⬧ ワクチン接種証明書（任意、選手・家族・介助者等の合宿参加者全員）の提示をお願いします。 

⬧ 受付後、準備のできた選手よりスピードテストを実施します。  

⬧ 合宿参加者の上限人数については、選手１人につき家族や介助者は２名以内とします。ただし、アリーナや控室は、選手１

名につき家族や介助者は 1 名とします。 

 

服装・プラクティスシャツ 

⬧ 選手：白色のウェアの着用。インナーの色は問わない。 

⬧ スタッフ：当日貸与予定の日本代表ウェアの着用。また、インドア用シューズ着用のこと。 

 

持参するもの 

⬧ 「問診票」（選手・家族・介助者等の合宿参加者全員、事前にプリントアウト、２週間前からの体調と行動歴をチェック） 

⬧ 「ワクチン接種証明書」（任意、選手・家族・介助者等の合宿参加者全員） 

⬧ 飲み物 ◎確認がしやすいよう、水筒またはペットボトル上部に名前を記載してください。 

⬧ 各自、体温調整等に必要なもの（タオル、冷却スプレー、ドライヤー、カイロなど） 

⬧ マスクやその他感染症対策に必要な物（代表チームでも、感染症対策に関する物品を準備予定） 

 

当日の連絡体制 

⬧ 施設への連絡は、スタッフで一括管理して行います。 

⬧ 何かありましたらスタッフまでご相談ください。（例：施設備品の損傷・紛失、空調管理、問い合わせ等） 

⬧ 関係者が個々に施設受付や施設スタッフに相談に行くようなことは一切しないこと。 

 

緊急時の体制について 

⬧ 緊急時は施設スタッフの指示に従ってください。事前に非常口の確認等を行っておくこと。 
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新型コロナウイルス等の感染症対策について 

「JPFA 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 2021（8.01）」に則り、合宿中は感染症対策を実施。 

⬧ 参加する選手、スタッフ、家族及び同居人、介助者などが以下に当てはまる場合、合宿への参加は見合わせて下さい。 

・ 合宿当日、または 14 日前までに ①37.5℃以上の発熱があった場合 

②咳、倦怠感、頭痛、味覚や嗅覚の消失等の体調変化があった場合 

③その他の体調不良があった場合 

・ 新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合、また、濃厚接触が疑われる場合 

・ PCR 検査の対象者となった場合（ただし自主的な検査を除く） 

⬧ 選手・家族・介助者等の合宿参加者全員は、合宿前２週間以内の体調と行動歴を「問診票」（体温以外を記載）でチェッ

クすること。また、当日は、その問診票を以て、当日の検温で問題なければ参加可能とする。 

⬧ 当日、ワクチン接種の有無について確認しますので、「ワクチン接種証明書」をお持ちの方は持参してください。 
⬧ スタッフ・介助者・同行者も同様にマスク着用。マスク・フェイスガードを外しての会話は原則禁止。食事中は、会話をしない。で

きる限り、家族単位で行動するようにする。 

⬧ 合宿中においては、定期的な手洗いや消毒、検温を行うこと。プレー中も含め、選手もできる限りマスクを着用すること。 

⬧ 接触を極力少なくするため、道具の調整や姿勢管理に関しては、家族もしくは介助者で実施する。ただし、代表選手決定後の

代表合宿時は、姿勢管理や介助等にスタッフの介入が基本となる。 

⬧ 参加者全員の検温を、練習開始時と午後の練習前に実施する。また、代表チーム内で、検温管理や問診等も実施する。 

熱がこもりやすい等、外気温や運動状況によって体温の変動幅が大きい選手はあらかじめスタッフまで申し出ておくこと。 

⬧ 換気については、施設の換気状況に準じて可能な限り実施する。 

 

暑さ・寒さ対策 

⬧ まめに空調管理をお願いしていますが、季節柄、体育館内は寒くなることが予想されます。各自、調整可能な服装をすること。 

⬧ ドライヤーやカイロなど、必要に応じて体を温める物を持参すること。 

⬧ 暑さ対策用にクーラーボックス・扇風機の持ち込み可能。（水を使ってアイシングする場合はタオルやマットなどを敷くこと。床は濡

らさないように注意する） 

 

医療体制 

⬧ 体調不良の場合は、決して無理をせず、すぐにスタッフに申し出ること。 

⬧ ドクターが帯同予定。 

⬧ 会場には、救護室（休憩する執務室）あり。病院等での処置が必要な場合は近隣の医療機関で対応する。 
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見学についてのお願い＜一般・JPFA 会員の方へ＞ 

⬧ 本合宿においては、感染症対策のため、練習は非公開。 

 

２．その他 

荷物の配送について  

⬧ 事前送付がある参加者は、12 月 18 日（土）までに日本代表チーム庶務までご連絡下さい。 

⬧ 下記宛先に「イベント２～３日前」に送付ください。ただし、それ以前に送付を希望される場合は、日本代表チーム庶務までご

連絡下さい。 

〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜 11   JFA 夢フィールド 様 

差出人氏名の前に、「一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会」を入れてください。 

 

食事について 

⬧ 今回は宿泊を伴わないため、各自で手配をお願い致します。 

⬧ アリーナ内は、食事禁止です。簡単な軽食をする際は、カンファレンスルームでお願い致します。ただし、軽食ではない食事をされ

る場合は、日本代表チーム庶務へ連絡をお願いします。また、ゴミは各自でお持ち帰りください。 

 

フットガード、館内移動について 

⬧ フットガードの着脱は、体育館内で行ってください。館内を移動する際には、必ずフットガードを外してください。 

⬧ 一般の利用者の方も多くおられるので、移動時は速度を落として走行すること。館内施設は譲り合って使用して下さい。 

 

破損・怪我 

⬧ 万一、施設の破損や怪我などがあった場合は、すみやかにスタッフまでお知らせ下さい。 

 

問い合わせ・緊急連絡先 

お問い合わせ、緊急連絡先は下記になります。 

 FIPFA World Cup 2022 日本代表チーム庶務 前田 桃子（まえだ ももこ） 

E -mail : shin.maem@gmail.com    携帯電話：080-9145-5691 

                                         以上 



FIPFA Powerchair Football World Cup 2022
 　　　　　第1回日本代表候補選考合宿スケジュール（東日本）
                ～令和3年度スポーツ振興基金助成事業～

主催：一般社団法人　日本電動車椅子サッカー協会　

期間：2022年1月8日(土）

会場：高円宮記念JFA夢フィールド　　　　　　　　　　

内容 場所

7:30 

8:00 

8:30 

9:00 スタッフ集合 アリーナ

スタッフミーティング

9:30 会場準備 アリーナ コート設営・用具準備

カンファレンスルーム 控室（カンファレンスルーム）設営

10:00 

10:30 選手・レフリー受付 アリーナ入口 受付（スタッフ）

10:45 スタッフ・レフリー紹介、連絡、説明 アリーナ 選手・レフリー・スタッフ

11:00 スピードテスト 選手・レフリー

11:30 ウォーミングアップ（各チーム） アリーナ 選手・スタッフ

12:00 ゲーム①（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

12:20 休憩・チームミーティング

12:35 ゲーム②（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

12:55 休憩・チームミーティング

13:10 ゲーム③（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

13:30 休憩・チームミーティング

13:45 ゲーム④（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

14:05 休憩・チームミーティング

14:20 ゲーム⑤（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

14:40 休憩・チームミーティング

14:55 ゲーム⑥（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

15:15 休憩・チームミーティング

15:30 ゲーム⑦（20分1本） アリーナ 選手・レフリー

オフィシャル・チームサポート（スタッフ）

15:50 休憩・チームミーティング

16:05 ミーティング（成果と課題） アリーナ 近藤

片付け

16:30 

解散 完全撤収

17:00 

17:30 

18:00 

時間
全体

１月８日（土）

備考

※上記のウォーミングアップ（各チーム）と休憩・チームミーティングの時間、ゲーム数は、参加選手の人数に
   よって変更する可能性がある。

Japan Powerchair Football Association
一 般 社 団法人日本電動車椅子サッ カ ー 協会


