
【別紙】 2021-2022シーズン出場予定大会（2021/9/17現在）
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
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10月 日程 2021/10/6-10/26 日程 2021/10/6-10/26
IBSF  ITP、ワールドカップ 〇 IBSF ITP、ワールドカップ 〇

開催地 北京／中国 開催地 北京／中国

11月 日程 2021/11/4-11/14 日程 2021/11/4-11/9 日程 2021/11/19-11/21
IBSF ノースアメリカカップ IBSF ノースアメリカカップ 〇 FIL ワールドカップ 〇

開催地 ウィスラー／カナダ 開催地 ウィスラー／カナダ 開催地 北京＃１／中国

日程 2021/11/5-11/14 日程 2021/11/7-11/13 日程 2021/11/24-11/28
IBSF ヨーロッパカップ 〇 IBSF ヨーロッパカップ FIL ワールドカップ 〇

開催地 リレハンメル／ノルウェー 開催地 リレハンメル／ノルウェー 開催地 ソチ＃２／ロシア（開催地変更）

日程 2021/11/15-11/21 日程 2021/11/10-11/14 日程 2021/11/29-12/4
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF インターコンチネンタルカップ FIL ジュニアワールドカップ

開催地 イグルス／オーストリア 開催地 リレハンメル／ノルウェー 開催地 ラプラーニュ／フランス

日程 2021/11/19-11/29 日程 2021/11/15-11/21 日程 2021/11/29-12/5
IBSF ノースアメリカカップ IBSF ワールドカップ FIL ワールドカップ 〇

開催地 パークシティ／アメリカ 開催地 イグルス／オーストリア 開催地 ソチ＃３／ロシア（開催地変更）

日程 2021/11/22-11/28 日程 2021/11/15-11/20
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF ヨーロッパカップ

開催地 イグルス／オーストリア 開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ

日程 2021/11/22-11/27 日程 2021/11/16-11/20
IBSF ヨーロッパカップ IBSF ノースアメリカカップ 〇

開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 パークシティ／アメリカ

日程 2021/11/29-12/5 日程 2021/11/20-11/24
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF インターコンチネンタルカップ 〇

開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 パークシティ／アメリカ

日程 2021/11/29-12/5 日程 2021/11/22-11/28
IBSF ヨーロッパカップ IBSF ワールドカップ

開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 イグルス／オーストリア

日程 2021/11/28-12/3
IBSF インターコンチネンタルカップ 〇

開催地 イグルス／オーストリア

日程 2021/11/29-12/5
IBSF ワールドカップ

開催地 アルテンベルグ／ドイツ

日程 2021/11/29-12/3
IBSF ヨーロッパカップ 〇

開催地 イグルス／オーストリア

12月 日程 2021/12/6-12/12 日程 2021/12/6-12/12 日程 2021/12/6-12/11
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF ワールドカップ 〇 FIL ジュニアワールドカップ

開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 イグルス／オーストリア

日程 2021/12/7-12/12 日程 2021/12/8-12/15 日程 2021/12/8-12/12
IBSF ヨーロッパカップ IBSF ノースアメリカカップ FIL ワールドカップ＃４ 〇

開催地 シグルダ／ラトビア 開催地 レイクプラシッド／アメリカ 開催地 アルテンベルグ／ドイツ

日程 2021/12/13-12/19 日程 2021/12/9-12/13 日程 2021/12/13-12/19
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF インターコンチネンタルカップ FIL ジュニアワールドカップ

開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 シグルダ／ラトビア 開催地 オーバーホーフ／ドイツ

日程 2021/12/27-1/2 日程 2021/12/9-12/14 日程 2021/12/14-12/19
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF ヨーロッパカップ 〇 FIL ワールドカップ＃５ 〇

開催地 シグルダ／ラトビア 開催地 シグルダ／ラトビア 開催地 イグルス／オーストリア

日程 2021/12/13-12/19 日程 2021/12/28-2022/1/2
IBSF ワールドカップ FIL ワールドカップ＃６ 〇

開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ

日程 2021/12/27-1/2
IBSF ワールドカップ 〇

開催地 シグルダ／ラトビア

1月 日程 2022/1/2-1/8 日程 2022/1/2-1/6 日程 2022/1/5-1/9
IBSF ヨーロッパカップ IBSF インターコンチネンタルカップ FIL ワールドカップ＃７ 〇

開催地 イグルス／オーストリア 開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 シグルダ／ラトビア

日程 2022/1/3-1/9 日程 2022/1/3-1/9 日程 2022/1/11-1/16
IBSF ワールドカップ 〇 IBSF ワールドカップ 〇 FIL ジュニアワールドカップ

開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 ブリューデンツ／オーストリア

日程 2022/1/9-1/15 日程 2022/1/6-1/9 日程 2022/1/12-1/16
IBSF BS ヨーロッパカップ IBSF ヨーロッパカップ 〇 FIL ワールドカップ＃８ 〇

開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ 開催地 アルテンベルグ／ドイツ 開催地 オーバーホーフ／ドイツ

日程 2022/1/10-1/16 日程 2022/1/10-1/16 日程 2022/1/18-1/23
IBSF ワールドカップ 、ヨーロッパチャンピオンシップ 〇 IBSF ワールドカップ 、ヨーロッパチャンピオンシップ 〇 FIL ワールドカップ

開催地 サンモリッツ／スイス 開催地 サンモリッツ／スイス 開催地 サンモリッツ／スイス

日程 2022/1/16-1/23 日程 2022/1/16-1/23 日程 2022/1/24-1/29
IBSF ジュニアワールドチャンピオンシップ IBSF ジュニアワールドチャンピオンシップ 〇 FIL ジュニアワールドチャンピオンシップ

開催地 イグルス／オーストリア 開催地 イグルス／オーストリア 開催地 ヴィンターベルグ／ドイツ

2月 日程 2022/2/4-2/20 日程 2022/2/4-2/20 日程 2022/2/4-2/20
IBSF 冬季オリンピック IBSF 冬季オリンピック FIL 冬季オリンピック

開催地 北京／中国 開催地 北京／中国 開催地 北京／中国

1


