
令和 3年度 第 1回西日本カーリング協議会 議事録 

 

○日時 

令和 2年 8月 22日(日) 13時~17時半 

 

○場所 WEB会議 

 

○参加者 

 友田剛会長 松本幸彦副会長   

委員:田口朱美氏 松崎裕賢氏 三原隆文氏 山口学氏 寺尾一朗氏 西岡秀和氏 福岡雅

敏氏 北村雅美氏 北村友和氏 河合嘉宏氏 松之内達弘氏 後藤浩史氏 岡本正明氏 

高松秀平氏 吉田泰秀氏 

 

事務局長 :中村英明(議事録作成者) 

   

定刻となり友田会長が開会を宣した。始まりの挨拶の後、 

この後、以下の協議にはいった。 

 

１ 令和 2年度西日本カーリング協議会収支報告 

 事務局より、配布資料にそって令和 2年度西日本協議会の収支報告が説明された。 

 熊本協会と愛媛協会より登録費の間違いがあるとの指摘があり、確認することとなった。また、

昨年度の稚内合宿において、稚内体育協会より、合宿補助費をいただいたことを受けて、その用

途についての協議がなされ、各協会の合宿参加メンバー数で頭割りして、本年度の登録費に充当

することとなった。端数が出た場合は、協議会の収入として計上することとした。また、事前に

野藤監事より監査報告は済んでいる。 

以上の報告ののち、令和 2年度協議会収支決算について承認を得た。 

(決算書は添付資料を参照) 

 

２ 令和 2年度 活動報告（事務局より） 

 今年度の西日本協議会関連の大会結果報告が、事務局より以下のように行なわれた。 

  第３8回 日本カーリング選手権大会  

    男子 岡山ＣＡ     予選 1勝 6敗  第 6位 

    女子 チーム倉敷    予選 0勝 7敗  第 7位 

 

  第 14回 日本ミックスダブルス選手権大会 

 チーム北村         予選 2勝 4敗   予選敗退 

 チーム倉敷         予選 1勝 5敗   予選敗退 

  チーム福岡       予選 0勝 6敗 予選敗退 

 



   第１回 日本ミックスカーリング選手権大会  岡山ＣＡ 優勝 

   

   日本シニア選手権大会 全日本小学生カーリング大会  

  コロナ禍のため中止 

  

 

３ JCA理事会・各専門委員からの報告 

 会議のときに添付した資料にて確認していただくこととし、追加の報告だけ短くおこなった 

●競技委員 松之内委員より報告 

 ジュニア・４人制・MD の日本選手権大会にて日本のＴＯＰのアイスメーカーを派遣すること

とした。 

 Ａ級とＢ級審判講習会は延期となった。Ｃ級審判講習会をＷＥＢで開催できないかとの検討を

しているとのこと。 

 日本選手権大会レベルの大会において、参加費の値上げがある模様。 

 日本選手権大会において、西日本のチームはルールの把握ができていないのではないかとの指

摘があり、西日本においてルールの勉強会が必要ではないかとのこと 

●指導普及委員 岡本委員より報告 

 Ｒ3コーチ 1講習会が 11月に広島で開催される 

●強化委員 田口委員より報告 

 日本ジュニア選手権大会が来年度より３月に開催される 

●医科学委員 西岡委員より報告 

 コロナ禍において各協会に役立つような情報を発信していく 

 スポーツドクター講習会に愛媛協会から上村さんが認定されて２年間のカリキュラムを受講す

ることとなった 

（その他詳細は別紙参照） 

 

4 今年度 西日本の各種大会について 

 ――決定事項―― 

 第 22回 西日本カーリング選手権大会 

① 開催日  2022年 1月 22日(土)・23日(日)  

② 場 所  島根県浜田市 サンビレッジ浜田 

③ 参加チーム(最大) 男子８チーム 女子６チーム  

④ 試合形式 予選２ブロックリーグ戦 ８エンド 上位２チームによる決勝トーナメント戦 

準決・決勝は１０エンド（但し、女子は決勝のみ 10エンド） 

※3位決定戦は 8エンド 

⑤ 参加費  １チーム 50,000円 プラス PCR検査費 1500円/人 

⑥ 出場枠  各県協会に１枠ずつ与えられ、残りの１枠は登録人数の多い協会に割り振られ

る。出場枠についての発表は 11月 1日とする。 

⑦ チーム名 日本選手権の規定に準ずる 

⑧ エントリー締め切り  2021年 12月 27日 



⑨ レセプション  なし 

⑩ 公式練習  1/21（金） 18時～（予定） 

⑪ ユニフォーム・ブラシ規定の適用 男女共日本選手権出場規定に準ずる。ただし、ユニフォ

ームは１色でも可とする。 

⑫ 組み合わせ  当日抽選 

⑬ 審判  

  各協会から 1 名ずつ必ず帯同審判をつける。審判を出せない協会はエントリーできない。

帯同審判については、１日あたり 5000円の補助をだすこととする。なお、審判資格の有無

については問わないが、最低限西日本選手権相当の試合出場経験者とする。選手(リザーブ

を含む)が兼ねることはできない。  

⑭ アイスメイカー 

   12月 21日（金）の朝からアイスメイクをして氷をしあげる。今回はトラロープを張らず、

近県の広島協会を中心として作業補助員を出していただけることとなり、作業をすること

となった。事前にフラッティングなどの氷の調整は島根協会にお願いすることとなった  

⑮  計時 シンキングタイム制を導入する。 

⑯  日本選手権補助費については協議が保留となっている 

⑰  ２位のチームはワイルドカード大会への出場権が与えられる。辞退しても構わない。辞退

した場合のペナルティもなし。 

⑱ 参加チーム全員にＰＣＲ検査を事前にしていただくこととし、検査費用については半額を

協議会が補助する。 

⑲ 大会参加当日までには健康観察と行動記録表を本部まで提出すること 

 

５ 第 14回 西日本ミックスダブルスカーリング選手権大会について 

 ――決定事項―― 

① 開催日    2022年 1月 24日(月) 

② 場 所    サンビレッジ浜田 

③ 参加チーム数 最大 ８チーム 

④ 試合方法 ダブルノックダウン方式 

⑤ 参加費 １チーム 33,000円（ＰＣＲ検査費用込） 

⑥ 出場枠 11/1に発表  

 エントリー締め切り  2021年 12月 27日 

⑦ レセプション なし 

⑧ ＰＣＲ検査と健康観察、行動記録表については４人制と同様に提出のこと 

 

（協議内容） 

 西日本選手権とともに協議され、日程は月曜日の日程となった。 

  

６ 第 3回 西日本ミックスカーリング選手権大会について 

  ――決定事項―― 

①  開催日   2022年 3月 19日（土）20日（日） 



② 場所  サンビレッジ浜田  

③ 参加チーム数 最大 10チーム 

 今年度の第２回全国大会が中止となったので、出場予定だった３チームは無条件でエント

リーできる。それ以外の７チームは各協会１チームずつの割り当てとなる。枠の返上があった

場合は、登録人数によって割り当てる。 

④ 予選はセルフジャッジとし、決勝トーナメントからは予選敗退したチームがタイマーを担当

する 

⑤ 試合方法については参加チームによって決定する 

 

 第 3回 西日本シニアカーリング大会（男子） 

―決定 

① 開催日  2022年 1月 22日～23日 

② 場所   サンビレッジ浜田 

③ 参加費   25,000円 

④ 参加チーム ２チームないし３チームの予定 

⑤ 試合方法  ベストオブ２か３チームの総当たり戦 ８エンド制 

⑥ 計測   シンキングタイム制を行うこととする 

⑦ 時間については４人制、ダブルスの空き時間にはめ込んで試合をする 

⑧ 参加チームが広島協会の２チームとなった場合は、開催地を広島に変更して、代表を決定して

いだたくこともある。 

⑨ また、女子チームは西日本予選は行わず、広島のチームが出場の予定。 

 

 

(協議内容) 

 競技内容はおととしのものを参考にした。 

 まず、広島協会より、昨年度の選考会において日本選手権大会に出場したチームのエントリー

については納得がいかないとの申立てがあり、友田会長より、その時の経緯についての説明があ

った。当該チームより、大会直前にメンバーの変更を相談されて、自分の考えからエントリー変

更を認めたことは申し訳なかったとの意見と、当該チームの事務局より把握できていなかったこ

とについてのお詫びもあった。事務局としても稚内の合宿について報告がなかったことも指摘さ

れ、今後は事前の協議をしっかりとすることと、大会終了後は開催報告を各協会へ送付すること

も確認した。今回の反省も踏まえての今年度の大会運営をしていくこととなった。 

 本年度の日程については、コロナ禍の中、人数をかけて対応することに懸念があるので、アイ

スメイクは例年のトラロープはりをやめて、事前にしっかりとフラッティングをかけてからの前

日のアイスメイクだけとなった。アイスメーカーは、サブをつけることとした。場所については、

昨年のような専用シートでの開催との要望もあったが、移動のリスクもかんがみて今回は浜田市

のサンビレッジ浜田の一択となった。 

 コロナ禍の中での開催となるため、エントリー後に急遽大会に参加できなくなった場合のこと

も考えて、直前のメンバー変更も認めることとし、１週間前に最終確認をすることとした。それ

以降の変更は特別な理由の場合にのみとした。その場合、３人での出場もあり得るとした。 



また、今回は参加されるチーム全員と審判等の役員の方々全員にＰＣＲ検査をしていただくこ

ととなった。もし、参加チームのメンバーから陽性の疑いのものが出たとの報告があった場合は、

該当メンバーのいるチームは大会参加を辞退していだたくこともあり得るとした。 

 

その他の大会について 

 小学生大会（チビリンピック）については、岡山と愛媛の合同チームでの参加があるかもしれ

ないとのこと。 

 高校生選手権については女子が合同チームでの出場、男子はいまのところなし。 

 

 

7 西日本オープン大会について 

① 開催日  2021年 12月中旬 2022年 2月中 （１０月に再協議） 

  開催場所  島根県浜田市 サンビレッジ浜田 

②  参加費  30,000円  

③ 試合形式  チーム数によって決定 

今回は西日本ブロック内のみでのチーム構成とする 

他チームからのレンタルはあり、３人でのエントリーも可６人まで。 

④  エントリー締め切り  日程が決定次第 連絡する 

 

 

西日本協議会への選手登録は 10月 31日まで、時間厳守のこと 

 

 

連絡事項 

１０月中ごろに 第 2回西日本カーリング協議会を開催する 

 

第２回の協議会までに、西日本独自のとりきめについて、各協会や事務局にて把握していること

を再確認することとした。 

また、とりきめについてあやふやになっているような点や疑問に思っていることなどを各協会よ

りもちよっていただきたい 

 

 

 


