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作成日：2019年 5月 27日 

 

 

令和元年度 事業計画書 
(自 令和元年 6月 1日 ～ 至 令和 2年 5月 31日) 

 

公益社団法人 

日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 

 

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は、日本国内のボブスレー・リュージュ・

スケルトンの各競技を統括し、代表する団体として、定款に掲げる目的を達成するため、以下の事

業を計画実施する。 

 

1. 競技普及振興活動 

(1) そり競技体験会事業 

主に小中学生を対象としたそり競技体験会を傘下の道府県連盟主催で実施し、楽しみ

ながらそり競技の魅力を体感してもらうことで、体験会に参加した小中学生はもとより、家

族、友人、学校関係者の認知度を高め、競技登録者とそり競技ファンの増加拡大を目指す。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 目標(人) 

ローラースケルトン体験教室 北海道 札幌ドーム 2019/6/9 400 

プッシュボブ・スケルトン体験会 宮城 仙台大学 2019/6/22 80 

ローラースケルトン体験教室 北海道 真駒内アイスアリーナ 2019/7/7 600 

ローラースケルトン体験教室 北海道 新札幌 2019/7/21 400 

ローラースケルトン体験教室 北海道 札幌市 2019/8/10 600 

ローラースケルトン体験教室 北海道 札幌ドーム 2019/8/12-13 600 

ローラースケルトン体験教室 北海道 大通歩行者天国 2019/8/17-18 700 

ローラースケルトン体験教室 北海道 滝野すずらん公園 2019/9/28-29 600 

プラスチックそり大会(芝生) 宮城 太陽の村 2019/10/12 50 

ローラースケルトン体験教室 北海道 札幌ドーム 2019/10/27 600 

ボブスレー体験教室 北海道 十勝エコロジーパーク 2020/1/19 300 

スケルトン体験教室 北海道 札幌市内 2020/1/26 40 

プラスチックそり大会(雪上) 宮城 調整中 2020/2月 50 

ボブスレー体験教室 北海道 大倉山 2020/2/2 250 

ボブスレー体験教室 北海道 温根湯温泉 2020/2/1-2 150 
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行事名称 開催地 会場 開催予定時期 目標(人) 

ボブスレー体験教室 北海道 温根湯温泉 2020/2/8-9 200 

ボブスレー体験教室 北海道 温根湯温泉 2020/2/15-16 200 

スケルトン体験教室 北海道 札幌市内 2020/2/8 35 

スケルトン体験教室 北海道 札幌市内 2020/2/9 35 

札幌市民スケルトン大会 北海道 札幌市内 2020/2/11 30 

スケルトン全道大会 北海道 札幌市内 2020/2/11 15 

ボブスレー体験教室 北海道 温根湯温泉 2020/2/22-23 200 

 

(2) 選手発掘測定会(トライアウト)事業 

北京オリンピックやそれ以降に活躍できる選手を発掘することを目的にトライアウトを実

施する。実施にあたっては、道府県連盟、日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会、

都道府県タレント発掘事業、大学や高校など、関係機関と連携する。 

トライアウトを実施し、一定の基準をクリアした選手に対して若手選手対象の合宿に参

加することで検証・育成を実施し、将来的に国際レベルで活躍できる選手の発掘・育成を

目指す。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 目標(人) 

第 1回 選手発掘測定会 東京 代々木公園 2019/6/1 20 

第 1回 育成合宿 長野 長野スパイラル 2019/6/14-16 30 

第 3回 選手発掘測定会 兵庫 加古川運動公園 2019/7/6 20 

第 2回 育成合宿 長野 長野スパイラル 2019/7/27-8/4 30 

第 3回 育成合宿 長野 長野スパイラル 2019/8/20-25 30 

第 4回 育成合宿 東京 味の素 NTC 2019/9/14-16 30 

第 5回 育成合宿 海外 未定 2019/12/23-1/6 10 

第 6回 育成合宿 海外 未定 2020/2/10-24 10 

 

(3) 国際大会・全国大会事業 

昨年度と同様、長野市ボブスレー・リュージュパーク（通称スパイラル）の冬季製氷休止

に伴い、日本連盟が運営する冬季大会は休止とする。 

一方、夏季に開催するボブスレー及びスケルトンの全日本プッシュ選手権大会は、今

年度も以下により開催し、実践の場を通じた各選手の競技力強化及びボブスレー、スケ

ルトンの振興普及を図る。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 参加(人) 

2019 全日本プッシュスケルトン選手権大会 長野 スパイラル 2019/8/3 30 

2019 全日本プッシュボブスレー選手権大会 長野 スパイラル 2019/8/3 20 
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(4) 審判資格者育成事業 

審判員資格の取得は、大会運営に必要不可欠な競技役員の確保のみならず、選手や

コーチの活動における基礎知識の取得にもつながることから、競技委員会や加盟団体と

連携して研修会・講習会を開催し、本連盟公認の審判資格取得試験を行う。また取得者

には審判員カードを発行し、連盟主催の大会への参加を要請する。 

研修会・講習会では国際審判員資格取得者が講師を行う。尚、競技普及の一助となる

よう、参加料・受験料はすべて無料としている。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 (人) 

審判員クリニック、審判員研修会、

ルール講習会 
長野 スパイラル 8月予定 10 

 

(5) 長野スパイラル利用拡大推進事業 

長野スパイラルの冬季製氷休止に伴い本年度も活動を休止する。 

 

(6) 広報・ファンドレイジング活動事業 

・JBLSFホームページの刷新 

・PR用コンテンツの作成 

・スポンサー向けメニューの改良 

・スポンサー候補企業訪問等 

 

 

2. 競技者強化と指導者養成活動 

(1) ナショナルチーム選抜・強化事業 

-1. ボブスレー 

以下の 5事業を実施する。 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 選手(人) 

第 1回 国内強化合宿 長野 スパイラル 2019/6/12-16 10 

第 2回 国内強化合宿 長野 スパイラル 2019/7/10-14 15 

第 3回 国内強化合宿・選考会 長野 スパイラル 2019/8/4-8 15 

第 4回 国内強化合宿 長野 スパイラル 2019/9/11-15 10 

海外滑走合宿 ドイツ ケニクゼー 2019/10/10-31 10 
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-2. リュージュ 

以下の 4事業を実施する。 

事業名 時期 目的 

第 1回国内合宿 7月 
ローラーリュージュ滑走、フィジカルトレーニング、ルール講習を通した、

滑走技術力、精神力及びコミュニケーション能力の向上 

コントロールテスト 7月 派遣候補選手のコントロール力自己分析 

第 2回国内合宿 8月 
第 1 回合宿の内容にドーピング講習も加え、技術のみならず派遣候補選

手の人間力を形成 

派遣選手選考 8月 今年度国際大会派遣選手の決定 

 

-3. スケルトン 

2026 年のオリンピックを目標に、若手選手の強化とタレント発掘を重点に置き、スケル

トン競技における３要素（プッシュ・滑走・マテリアル）の中でも、特にプッシュ（スプリント）

を重視した選考・育成・強化を行う。 

国内合宿はプッシュタイム向上、海外合宿では、滑走技術と氷上プッシュタイムの向上

を主要課題とする。 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 参加(人) 

第 1回 国内強化合宿 長野 長野スパイラル 2019/5/10-12 15 

第 1回 海外強化合宿 カナダ カルガリー 2019/7/8-14 10 

第 2回 国内強化合宿 長野 長野スパイラル 2019/9/14-16 10 

第 1回国際大会出場選手選考会 長野 長野スパイラル他 2019/8月 30 

第 2回国際大会出場選手選考会 長野 長野スパイラル 2019/9月 30 

第 2回 海外強化合宿 海外 未定 2019/10/15-31 8 

 

(2) 海外遠征・国際レース参戦事業 

-1. ボブスレー 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 参加(人) 

ヨーロッパカップ 5試合 欧州 ケニクゼー他 2019/11/17-12/22 10 

ワールドカップ 5試合 欧州 ヴィンターベルク他 2019/12/30-2020/2/2 4 

世界選手権 ドイツ アルテンベルク 2020/2/17-3/1 4 

 

-2. リュージュ 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 参加(人) 

ジュニアワールドカップ 4試合 オーストリア他 インスブルック他 2019/11/26-12/15 3 

ユースオリンピック スイス サンモリッツ 2020/1/9-1/20 2 

ジュニア世界選手権 ドイツ オーバホフ 2020/2/17-2/22 3 

ジュニアワールドカップ ドイツ ヴィンターベルク 2020/1/27-2/2 3 
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-3. スケルトン 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 参加(人) 

前期ノースアメリカンズカップ 北米 レークプラシッド他 2019/11/1-12/15 6 

ユースオリンピック予選会 未定  2019/11/1-12/15 2 

後期ノースアメリカンズカップ 北米 レークプラシッド他 2020/1/4-2/1 6 

ジュニア世界選手権 未定  2020/2/1-20 2 

 

(3) 指導者養成事業 

資格を有した指導者を育成する為、令和元年度も以下の事業を実施する。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 目標(人) 

第 1回 JSPO公認コーチ 3資格取得講習会 東京 味の素トレセン 2019/6-15-16 6 

第 2回 JSPO公認コーチ 3資格取得講習会 長野 スパイラル 2019/7/13-14 6 

第 3回 JSPO公認コーチ 3資格取得講習会 長野 スパイラル 2019/8/17-18 6 

 

(4) 長野スパイラルそり競技調査研究事業 

長野スパイラルの冬季製氷休止に伴い、スパイラルの機材を活用した同事業は令和元

年度も活動を休止する。 

 

(5) 医科学サポート推進事業 

オリンピック強化指定選手/コーチを対象に、3競技全体会議と夏季合宿の場でスポーツ

インテグリティ教育プログラムを実施する。強化指定選手にはスポーツインテグリティ・アン

チドーピング教育プログラムを行うことで、自らの価値を守る知識と手段、正しい倫理観や

道徳心を有するアスリートを育成する。また、オンライン研修プログラムについても積極的

に活用し、JOC と連携してオリンピック強化指定選手に最新情報を届ける。 

日本連盟が主催する全日本ボブスレー・スケルトンプッシュ選手権大会を活用し、講師

を招いたアンチドーピング講習会を開催して、参加選手に対しての啓蒙活動を継続する。 

 

行事名称 開催地 会場 開催予定時期 (人) 

全体会議（インテグリティ・アンチドーピング講習） 東京 味の素 NTC 2019/6/30 30 

アンチドーピング講習会（3競技） 長野 スパイラル研修室 2019/8/3 40 

インテグリティ―研修会（スケルトン） 長野 スパイラル研修室 2019/9/15 10 

 

以上 


