①軟式野球競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）・１６日（金 ）

２． 会

場

糸満市西崎球場
〒９０１－０３０６ 糸満市西崎町３－１

３． 種

別

Ｔｅｌ ０９８－９９２－４５２７

男子団体

４． 試合方法

（1） トーナメント方式とする。
（2） 試合は７回終了とするが、１時間３０分を過ぎて次のイニングには進まない。
但し、同点の場合、時間内の延長は認める。
（3） コールドゲームは、４回以降７点差とし、雨天及び日没は４回以降で試合成立とする。
但し、優勝戦については、コールドゲームは適用しない。
（4） ボークについては、警告はないものとする。
（5） 時間内で勝負が決しない場合は、勝敗が決するまで以下のタイブレーク方式にて競技を続行する。
（方式：前イニングの終了時からの継続とし、無死満塁で実施する。）
（6） バットは、ＪＳＢＢマーク付のものを各校持参し使用する。
（7） その他は、当該年度の全日本軟式野球連盟規則に準ずる。

５． 審

（1） 審判（球審・塁審）は実行委員会が別途委嘱する。

判

６． 競技規則

（1） 監督１名、コーチ１名、マネージャ１名、選手１８名の計２１名までを事前にチーム毎に登録を行う。
（女子選手の登録も可）
（2） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
チームの出場を停止し、失格とする。（ベンチ入りした者も含む）
（3） 選手は、統一されたユニフォーム・帽子・スパイク（金属スパイク可）を着用すること。
（4） ユニフォームは、全日本軟式野球連盟規則に準ずる。
（5） 打者及び走者はヘルメットを、捕手はマスク・ヘルメット・プロテクター・レガーズを必ず着用すること。
（6） 試合開始予定時刻を５分経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権とみなす。
（7） ベンチは、トーナメント表の若い番号（左側）のチームが一塁側とする。
（8） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

（1） 全日本野球連盟公認球ナガセケンコー「Ｍ号」を使用し、大会本部が用意する。
但し、練習球は各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
（2） 打順表は、試合開始予定時刻３０分前もしくは前試合の３回終了時に、主将が競技本部に３部持参
し、先攻・後攻を決める。
（3） 守備練習（フィールディング）は行わない。但し、試合会場内では外野でのキャッチボール・ブルペン
での投球練習は認め、それ以外の練習は禁止する。
（4） 審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。ルール適用
における抗議は監督のみとする。
（5） 出場選手の交代は、必ず監督が球審に告げること。
（6） 試合終了後、両チームでグラウンド整備を行うこと。
（7） ベンチ内には、登録選手と監督とコーチとマネージャーのみが入れるものとする。
（8） 参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
（9） 天候の都合等により、実施要項や組み合わせおよび日程を、中止を含め変更する場合がある。
（10） グラウンドやベンチおよび試合会場内は、禁煙とする。（会場使用規定による。）
ベンチおよび応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（球場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（11） 各チームや選手個人の持ち物は、自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（12） 競技中の事故等については、主催者側にて応急処置は行うが、救急箱等は各チームで用意し、
責任を持って処置すること。（参加チームは事前に傷害保険に加入しておくこと。）
（13） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。
（14） ウォーミングアップなどの事前練習は、「糸満球技場」及び「西崎親水公園」を用意しているので、
各チーム協力して使用すること。また、「糸満球技場」使用後はグラウンド整備を行うこと。
（15） 大型バスを利用するチームは所定の場所にて乗降車し、バスは指定の駐車場に駐車するものと
する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
軟式野球競技責任者

SOLA沖縄学園
吉嶺 真
〒901-2223 宜野湾市大山７－９－８
ＴEL ０９８－８９８-０７０１
ＦAX ０９８－８９８-３８３２

②サッカー競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）・１６日（金 ）

２． 会

場

奥武山公園 陸上競技場
那覇市奥武山町４５ ＴEL ０９８－８５８－２７００

３． 種

別

男子団体

４． 試合方法

（1） トーナメント方式とする。
（2） 試合時間は６０分（３０分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは原則として１０分間とする。
勝敗が決しない場合は、ペナルティキック方式によって勝敗が決定する。但し、決勝戦に限り２０分
（１０分ハーフ）の延長戦を行い、なお勝敗が決しない場合にペナルティキック方式により勝敗を決
する。
（3） 本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、それ以降の処置については
大会本部で決定し、チームおよび該当者へ通知する。
（4） 本大会中、警告を２回受けて者は次の１試合に出場できない。
（5） その他は、当該年度の（公財）日本サッカー協会の競技規則に準ずる。

５． 審

公認審判（主審）は実行委員会が別途委嘱する。

判

６． 参加規定

（1） 参加選手登録は２５名までとし、交代に関しては競技開始前に登録した最大５名の交代要員の中
から、ＧＫを含め５名までの交代が認められる。
（2） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、そのチ
ームの出場を停止し、失格とする。
（3） 選手の背番号は、登録時に提出された番号が固定番号となり、大会中の変更はできない。。
（4） 正規のユニフォームと異色のユニフォームの２着を必ず携行すること。これに違反したチームは失
格とする。
（5） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

公認球５号を使用し、大会本部が用意する。但し、練習球は各チームで用意し、ボールに必ず学校名を
明記すること。

８． 注意事項

（1） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
（2） 監督会議において、フィールドプレイヤーとＧＫの正・副のユニフォーム（シャツ、パンツ、ソックス）
を持ち寄り、組合せ表に従って対戦校同士でお互いのユニフォームを確認し、試合当日のユニ
フォームを決定すること。揃わないチームは棄権とみなし失格とする。
（3） 準決勝進出チームの監督もしくはコーチは、大会２日目の第一試合開始時刻３０分前に、本部
前にフィールドプレイヤーとＧＫの正・副のユニフォーム（シャツ、パンツ、ソックス）を持って集合し、
当日のユニフォームを確認、決定するものとする。揃わないチームは棄権とみなし失格とする。
（4） ユニフォームの色については、できる限り黒・紺系統はさけ、審判員と区別できる色が望ましい。
（5） メンバー表は、試合開始予定時刻３０分前までに、主将が競技本部に２部持参すること。また、選
手は試合開始時刻５分前に本部前に整列し、審判員のチェックを受けるものとする。
（6） 試合会場内での練習は、試合開始時刻１５分前からの１０分間とし、試合開始５分前には終了する
こと。および試合の当該チーム以外は禁止とする。
（7） 審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
（8） 参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
（9） 試合中は監督・コーチ・交代選手５名のみベンチに入れるものとする。また、交代選手はプレイ中
はチームのユニフォームと重ならない異色のビブス等を着用するものとする。
（10） 試合中、選手の眼鏡の着用を認めない。（ポリカーボネート製のスポーツ用眼鏡は可）
（11） ベンチおよび応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（12） 各チームや選手個人の持ち物は、自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（13） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は各チームで用意し、参加チームは事前に選手の傷害
保険に加入しておくこと。
（14） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
サッカー競技責任者

専門学校 日経ビジネス
大田 幸成
〒９０４－００３２ 沖縄市諸見里１－２５－１
ＴEL ０９８－９３１－１１６６
ＦAX ０９８－９３１－１５１５

③ソフトボール競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）・１６日（金 ）

２． 会

場

瀬長島野球場
豊見城市字瀬長１７４

３． 種

別

ＴＥＬ ０９８－８５０－２６８８

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1） トーナメント方式とする。（出場チームが３チーム以下の場合はリーグ戦とする。）
（2） 試合は７イニング制とするが、１時間３０分を過ぎて次のイニングには入らないこととする。
（3） コールドゲームは、３回１５点、４回１０点、５回以降７点差とし、雨天・日没等によるコールドゲーム
は５回以降で試合成立とする。但し、決勝戦には適用しない。
※リーグ戦にて、同率で並んだ場合は、イニングごとの失点率を算出し勝敗を決する。
（4） ７回終了もしくは時間内で勝敗が決しない場合は、タイブレーク方式（前イニングからの継続打
順で、無死２塁から）にて競技を継続する。但し、タイブレーク方式において２回までで勝敗が
決しない場合は抽選とする。
（5） ＤＰ・ＦＰ・ＲＥを認める。
（6） テンポラリーランナーを認める。テンポラリーランナーとなる選手は捕手の前の打者である。ただし、
捕手の前の打者が走者となっているときは、さらにその前の打者となる。
（7） バットは、ＪＳＡマーク付のものを各校持参し使用する。
（8） その他は、当該年度の日本ソフトボール協会の競技規則に準ずる。

５． 審

審判（球審・塁審）は実行委員会が別途委嘱する。

判

６． 参加規定

（1） 出場チームは事前にチーム毎に選手登録を行う。選手は２０名までとする。
（2） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
チームの出場を停止し、失格とする。
（3） 選手は、統一されたユニフォームまたは運動靴・帽子を着用すること。
（※金属スパイクは不可）
また背部に背番号もしくはユニフォーム番号（２０ｃｍ×２０ｃｍ）を付けること。
（4） 打者と走者及びランナーコーチはヘルメットを、捕手はマスク（スロートガード付）・ヘルメット・プロ
テクター・レガーズを必ず着用のこと。
（5） 試合開始予定時刻を５分経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権とみなす。
（6） ベンチは、トーナメント表の若い番号（左側）のチームが一塁側とする。
（7） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

ＪＳＡ球検定級（ナガセケンコー３号ゴム球）を使用し、大会本部が用意する。
但し、練習球は各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
（2） 打順表は、試合開始予定時刻３０分前に主将が競技本部に３部持参し、先攻・後攻を決める。
尚、打順表は各チーム必要に応じて本部で受け取ること。
（3） 守備練習（フィールディング）は、後攻のチームから行い５分間とする。（大会運営上、行わない場
合もある。）試合会場内ではそれ以外の練習は禁止するが、１組の投球練習は認める。
（4） 審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
ルール適用における抗議は監督のみとする。
（5） 出場選手の交代は、必ず監督が球審に告げること。
（6） 試合終了後、両チームでグラウンド整備を行うこと。
（7） ベンチ内には、登録選手と監督とコーチとマネージャーのみが入れるものとする。
（8） 参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
（9） 天候の都合等により、実施要項や組み合わせおよび日程を、中止を含め変更する場合がある。
（10） ベンチおよび応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（球場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（11） 各チームや選手個人の持ち物は、自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（12） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は各チームで用意し、参加チームは事前に選手の傷害
保険に加入しておくこと。
（13） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。
（14） 大型バスを利用するチームは所定の場所にて乗降車し、バスは指定の駐車場に駐車するものと
する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
ソフトボール競技責任者

パシフィックテクノカレッジ学院
比嘉 翼
〒901-2224 宜野湾市真志喜３－２９－１
ＴEL ０９８－８９７-２３２３
ＦAX ０９８－８９７-６０５０

④バレーボール競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）・１６日（金 ）

２． 会

場

東風平運動公園体育館
島尻郡八重瀬町字東風平１０７６

３． 種

別

ＴＥＬ ０９８－９９８－２１４０

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1） トーナメント方式とする。
（2） ２５点のラリーポイント制で１試合３セットマッチとし、２セット先取したチームを勝ちとする。
（3） その他は、当該年度の日本バレーボール協会（ＪＶＡ）制定の６人制競技規則に準ずる。

５． 審

（1） 審判（主審・副審）は実行委員会が別途委嘱する。
（2） ラインズマン等の補助員は、両日とも競技責任者の指定したチームで行う。なお補助員は、ライン
ズマン４名、得点係り２名、記録１名とする。

判

６． 参加規定

（1） 部長・監督・コーチ・マネージャー・トレーナー各１名、選手１４名の計１９名までを事前にチーム毎に
登録を行う。
（2） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、そのチ
ームの出場を停止し、失格とする。（ベンチ入りした者も含む）
（3） 選手は、統一されたユニフォームまたは運動服を着用し、胸部および背部にはゼッケンを付けるこ
と。
（4） リベロの選手は、ユニフォームを変えること。
（5） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍで上段に学校名、下段に数字明記し、文字幅は２ｃｍ以上であること。
（6） 選手は、競技用シューズまたは体育館シューズを履くこと。
（7） 試合開始予定時刻を経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権とみなす。
（8） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。
（9） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

Ｍｏｌｔｅｎ社製ＪＶＡ検定球５号を使用し、大会本部が用意する。但し、練習球は各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
（2） ラインアップシートは、試合開始前に本部に提出すること。
（3） 主将は胸部ゼッケンの番号の下にキャプテンマーク（縦２ｃｍ×横８ｃｍ）を付けること。
また、監督・コーチおよびマネージャーは、左胸部に既定のマークを付けること。
（4） 審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
ルール適用における抗議は、ゲーム・キャプテンのみとする。
（5） 参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
（6） ベンチ内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
（7） ベンチおよび応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（8） 各チームや選手個人の持ち物は、自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（9） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は各チームで用意し、参加チームは事前に選手の傷害
保険に加入しておくこと。
（10） ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設定するの
で、これを利用して実施する。
（11） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
バレーボール競技責任者

琉球リハビリテーション学院
天久 藍
〒９０４－１２０１ 国頭郡金武町字金武４３４８－２
ＴＥＬ ０９８－９８３－２１３０
ＦＡＸ ０９８－９８３－２５２６

⑤バスケットボール競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）・１６日（金 ）

２． 会

場

豊見城市民体育館
豊見城市字豊崎５－２

３． 種

別

ＴＥＬ ０９８－８５０－１１５０

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1） 男女ともトーナメント方式とする。
（2） ４クォーター制とし、各１０分、インターバル２分、ハーフタイム１０分とする。
（１０－②－１０－⑩－１０－②－１０）
（3） その他は、２０１６年度の日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）制定の競技規則に準ずる。

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） １５日（競技１日目）、第１試合のＴＯおよび補助員は、第３試合の両チームより４名ずつ選出するこ
と。また、第２試合以降は、前の試合の敗者チームより８名選出すること。
１６日（競技２日目）、第１試合のＴＯおよび補助員は、第２試合の両チームより４名ずつ選出するこ
と。また、第２試合以降は、前の試合の敗者チームより８名選出すること。

判

６． 参加規定

（1） 各校該当試合の開始予定時刻１時間３０分前（第１試合のみ３０分前）までにメンバー表を本部席
に提出すること。
（2） 各校該当試合の開始直前練習の際に、メンバー表をオフィシャル及び対戦チームにそれぞれ１部
ずつ提出すること。
（3） チーム編成は、監督１名・コーチ１名・マネージャー２名・選手１５名の計１９名までとし、全員メンバー
表に記入すること。メンバー表に書かれていない者はベンチに入ることができない。
（4） 出場選手はそのチームの学校の学生であること。それ以外の者や他の競技との二重登録者を起
用した場合は、そのチームの出場を停止し失格とする。（ベンチ入りした者も含む）
（5） 服装はそろいのユニフォームもしくはビブスの濃淡２着を用意し、今大会については、背番号につ
いては、０番から二桁の番号であれば認める。
（6） 試合当日、上記（５）のいずれかを用意していないチームは、出場を停止し失格とする場合もある。
（7） 選手は、競技用シューズまたは体育館用シューズを履くこと。
（8） 試合開始予定時刻を経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権とみなす。
（9） ベンチは、トーナメント表の若い番号（左側）のチームが、オフィシャルに向かって右側とし、ユニ
フォームは淡色、左側のチームは濃色とする。
（10） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

男子はＭｏｌｔｅｎ社製ＪＢＡ検定球７号、女子はＭｏｌｔｅｎ社製ＪＢＡ検定球６号を使用し、黒マジックでチーム
名を明記した試合球を１球用意すること。その他練習球は、各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1） 競技場内は全て禁煙とする。
（2） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
（3） 審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
質問はキャプテンのみを通して申し出ること。
（4） 参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
（5） 選手間のトラブルは違反行為として対処する。
（6） ベンチ内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
ペットボトルも不可であるが、ストロー形式のものは使用できる。
（7） ベンチおよび応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（8） 各チームや選手個人の持ち物は、自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（9） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は各チームで用意し、参加チームは事前に選手の傷害
保険に加入しておくこと。
（10） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
バスケットボール競技責任者

インターナショナルデザインアカデミー
前川 潤平
〒９０１－２１３１ 浦添市牧港１－６０－１４
ＴＥＬ ０９８－９４２－６７８０
ＦＡＸ ０９８－９４２－６７８１

⑥－１ 卓球競技（団体）実施要項
１． 日

程

平成３０年１１月１５日(木)

２． 会

場

那覇市民体育館サブアリーナ
那覇市字識名１２２７
ＴEL：０９８－８５３－６９７９

３． 種

別

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（１） 男女とも４チーム以上の場合トーナメントとする。３チームの場合はリーグ戦とする。
（２） ４シングルと１ダブルス計５マッチ(試合) 制とし、３マッチ先取したチームを勝ちとする。
（３） 試合順はABC-XYZ方式で、シングル⇒シングル⇒ダブルス⇒シングル⇒シングルとする。
試合順

１

２

３

４

５

ABC

A

B

BC

A

C

XYZ

X

Y

XZ

Y

Z

※選手A,Yはシングルのみとする。
※（ABC)（XYZ)はジャンケンで決める。
（４） １マッチ(試合)は、１ゲーム１１点の５ゲームマッチ制とし、３ゲーム先取した者を勝ちとする。
デュース（１０－１０以降）の場合は２点リードした時点で勝ちとする。
（５） タイムアウト制については採用しない。
（６） その他は当該年度の日本卓球協会(JTTA)制定の競技規則に準ずる。
５． 審

判

（１） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（２） 記録係は実行委員会が用意する。
（３） 試合終了後、勝者チームはすみやかに試合結果を競技本部に報告すること。

６． 参加規定

（１） １チームは男女とも選手登録された３名とする。
（２） 出場選手は選手登録者であること。登録外者や他競技との二重登録者を起用した場合は、
そのチームの出場を停止し、失格とする。
（３） 選手は、競技用シューズまたは体育館用運動靴を履き、背部にゼッケン(２０㎝×２０㎝)を
付けたユニホームまたは運動服を着用した者に限る。
※ゼッケンには、上段に学校名(略称可)、下段には氏名を明記すること。
（４） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもメンバーが揃わないチームは棄権
とみなす。
（５） 競技開始前に、選手オーダー表 (２部) を競技本部に提出すること。
（６） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。
（７） その他は監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

Nittakuプラ３スタープレミアム(白)を使用。大会本部が用意する。

８． 注意事項

（１） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。なお、内容を選手全員へ
通達しておくこと。
（２） ラケットの両面にラバーを張る場合は、片面は赤、片面を黒の異色にすること。
（３） 揮発性の有機溶剤を含む接着剤、ラバークリーナー、リームバー等の持込は禁止。日本
卓球協会が公認している接着剤以外の使用は禁止する。
（４） 参加規程に違反し、または不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止し、失
格とする。
（５） 会場内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
（６） 応援席など会場内でのゴミ等は、各学校で責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（７） 各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（８） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選
手の傷害保険に加入しておくこと。
（９） ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設
定し、これを利用して実施する。
（10） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
卓球競技責任者

沖縄福祉保育専門学校 仲里 直哉
〒９００－００３３ 那覇市久米１－５－１７
ＴＥＬ ０９８－８６８－５７９６
ＦＡＸ ０９８－８６８－５９３５

⑥－２ 卓球競技（個人）実施要項
１． 日

程

平成３０年１１月１６日(金)

２． 会

場

那覇市民体育館サブアリーナ
那覇市字識名１２２７
ＴEL：０９８－８５３－６９７９

３． 種

別

男子個人・女子個人

４． 試合方法

（１） 男女ともトーナメントとする。
（２） １マッチ(試合)は、１ゲーム１１点の５ゲームマッチ制とし、３ゲーム先取した者を勝ちとする。
最終ゲームは５点でエンド交代する。デュース（１０－１０以降）の場合は２点リードした時点
で勝ちとする。
（３） タイムアウト制については採用しない。
（４） その他は当該年度の日本卓球協会(JTTA)制定の競技規則に準ずる。

５． 審

（１） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（２） 記録係は実行委員会が用意する。
（３） 試合終了後、勝者チームはすみやかに試合結果を競技本部に報告すること。

判

６． 参加規定

（１） 出場選手は選手登録者であること。登録外者や他競技との二重登録者を起用した場合は、
そのチームの出場を停止し、失格とする。
（２） 選手は、競技用シューズまたは体育館用運動靴を履き、背部にゼッケン(２０㎝×２０㎝)を
付けたユニホームまたは運動服を着用した者に限る。
※ゼッケンには、上段に学校名(略称可)、下段には氏名を明記すること。
（３） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもコートに来ない場合は棄権とみなす。
（４） 試合終了後、勝者はすみやかに試合結果を競技本部に報告すること。
（５） その他は監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

Nittakuプラ３スタープレミアム(白)を使用。大会本部が用意する。

８． 注意事項

（１） 監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。なお、内容を選手全員へ
通達しておくこと。
（２） ラケットの両面にラバーを張る場合は、片面は赤、片面を黒の異色にすること。
（３） 揮発性の有機溶剤を含む接着剤、ラバークリーナー、リームバー等の持込は禁止。日本
卓球協会が公認している接着剤以外の使用は禁止する。
（４） 参加規程に違反し、または不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止し、失
格とする。
（５） 会場内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
（６） 応援席など会場内でのゴミ等は、各学校で責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
（７） 選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
（８） 競技中の事故等の治療の為の救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選
手の傷害保険に加入しておくこと。
（９） ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設
定し、これを利用して実施する。
（10） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
卓球競技責任者

沖縄福祉保育専門学校 仲里 直哉
〒９００－００３３ 那覇市久米１－５－１７
ＴＥＬ ０９８－８６８－５７９６
ＦＡＸ ０９８－８６８－５９３５

⑦－１ テニス競技（団体）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）

２． 会

場

奥武山公園 庭球場
那覇市奥武山町４４-１

３． 種

別

ＴEL ０９８－８５７－２０１７

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1）
（2）
（3）
（4）

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） 審判は、選手によるセルフジャッジとし、トラブルがあった時は、競技本部にて判定する。
（3） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

男女ともにリーグ戦もしくはトーナメント方式とする。またはその混合方式とする。
２シングルと１ダブルスの３マッチ（試合）制とし、２マッチ（試合）先取したチームを勝ちとする。
試合順は、ダブルス１→シングルス１→シングルス２とする。
１マッチ（試合）は、１セットマッチのノーアドバンテージ方式とする。
６ゲーム対６ゲームの場合は、７ポイントタイブレークを行う。
（5） 提出された選手オーダー表に記された選手順位を変更してはならない。
（6） その他は、「ＪＴＡテニスルールブック２０１７」の競技規則に準ずる。

６． 参加規定

（1） 選手２名～６名を事前にチーム毎に登録を行う。
（2） 同一選手の２シングルスの出場は出来ない。（１ダブルスと１シングルスは可能）
（3） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、
そのチームの出場を停止し、失格とする。
（4） 選手は、統一されたユニフォームまたは運動服を着用し、背部にはゼッケンを付けること。
（5） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍで上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（6） 選手は、テニス競技用シューズを履くこと。
（7） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権とみ
なす。
（8） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。
（9） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

各メーカーのテニス公認球を使用し、大会本部が用意する。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
選手オーダー表は、試合開始前に２部を、競技本部に提出すること。
スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
試合終了後、両チームでコート整備を行うこと。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、試合前に時間を設定する。
雨天またはその他の理由で試合進行が著しく遅れた場合は、ルール・組み合わせを一部変更
する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
テニス競技責任者

沖縄情報経理専門学校
下地 裕大
〒９０４－００１４ 沖縄市仲宗根町８－１１
ＴEL ０９８－９３８－３７１９
ＦAX ０９８－９３８－０９０５

⑦－２ テニス競技（個人）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１６日（金 ）

２． 会

場

奥武山公園 庭球場
那覇市奥武山町４４-１

３． 種

別

ＴEL ０９８－８５７－２０１７

男子個人・女子個人

４． 試合方法

（1） 男女ともにトーナメント方式とする。
（2） １マッチ（試合）は、１セットマッチのノーアドバンテージ方式とする。
６ゲーム対６ゲームの場合は、７ポイントタイブレークを行う。
（3） その他は、「ＪＴＡテニスルールブック２０１７」の競技規則に準ずる。

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） 審判は、選手によるセルフジャッジとし、トラブルがあった時は、競技本部にて判定する。
（3） 試合終了後は、勝者が結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

６． 参加規定

（1） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、
そのチームの出場を停止し、失格とする。
（2） 選手は、ユニフォームまたは運動服を着用し、背部にはゼッケンを付けること。
（3） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍで上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（4） 選手は、テニス競技用シューズを履くこと。
（5） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもコートに来ない選手は、棄権とみなす。
（6） 試合終了後は、勝者が結果を速やかに競技本部へ報告すること。
（7） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

各メーカーのテニス公認球を使用し、大会本部が用意する。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、出場を停止する。
試合終了後、両者でコート整備を行うこと。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、試合前に時間を設定する。
雨天またはその他の理由で試合進行が著しく遅れた場合は、ルール・組み合わせを一部変更
する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
テニス競技責任者

沖縄情報経理専門学校
下地 裕大
〒９０４－００１４ 沖縄市仲宗根町８－１１
ＴEL ０９８－９３８－３７１９
ＦAX ０９８－９３８－０９０５

⑧－１ ソフトテニス競技（団体）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）

２． 会

場

奥武山公園 庭球場
那覇市奥武山町４４-１

３． 種

別

ＴEL ０９８－８５７－２０１７

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1） （公財）日本ソフトテニス連盟 ソフトテニスハンドブックにより行う。
（2） 男女ともに３ペアによる点取り対抗戦とする。
（3） オーダーは毎試合提出し対戦の都度オーダーを変えてもよい。２ペアでの出場は認めるが、
その際３番手は棄権とする。
（4） すべて７ゲームで行ない、４ゲーム先取した方を勝ちとする。

５． 審

（1） 審判員１名は、実行委員会が別途委嘱する。
（2） 審判は、相互審判とし、主審と副審をすること。
（3） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

６． 参加規定

（1） 出場選手は選手登録者に限る（４名～８名）。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した
場合は、そのチームの出場を停止し、失格とする。
（2） 選手はユニフォームを着用し背部にはゼッケンを付けること。
（3） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍを基準とし上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（4） 選手はテニス競技用シューズを履くこと。
（5） ラケットはソフトテニス連盟公認のラケットを使用すること。
（6） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもメンバーがそろわないチームは、棄権
とみなす。
（7） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

ケンコーボール（公認球）を使用し大会本部が用意する。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
選手オーダー表は、試合開始前に２部を、競技本部に提出すること。
審判の判定に対する質問は、団体戦の時は監督または選手が行うが、審判の指示には従うこと。
スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
試合終了後、両チームでコート整備を行うこと。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療の為の救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、試合前に時間を設定する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
ソフトテニス競技責任者

沖縄情報経理専門学校
下地 裕大
〒９０４－００１４ 沖縄市仲宗根町８－１１
ＴEL ０９８－９３８－３７１９
ＦAX ０９８－９３８－０９０５

⑧－２ ソフトテニス競技（個人）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１６日（金 ）

２． 会

場

奥武山公園 庭球場
那覇市奥武山町４４-１

３． 種

別

ＴEL ０９８－８５７－２０１７

男子ダブルス・女子ダブルス

４． 試合方法

（1） （公財）日本ソフトテニス連盟 ソフトテニスハンドブックにより行う。
（2） 男女ともにトーナメント方式とする。
（3） 全て７ゲームで行い、４ゲーム先取した方を勝ちとする。

５． 審

（1） 審判は、敗者審判とし、初回戦の場合のみ競技本部の指示に従うこと。
（2） 試合終了後は、勝者ペアが結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

６． 参加規定

（1） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
ペアの出場を停止し、失格とする。
（2） 選手はユニフォームを着用し背部にはゼッケンを付けること。
（3） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍを基準とし上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（4） 選手は、テニス競技用シューズを履くこと。
（5） ラケットはソフトテニス連盟公認のラケットを使用すること。
（6） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過しても選手がコートに来ないときは棄権とみな
す。
（7） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

ケンコーボール（公認球）を使用し大会本部が用意する。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
審判の判定に対する質問は、個人戦の時は選手のみが行うが、審判の指示には従うこと。
スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのペアの出場を停止する。
試合終了後、両ペアでコート整備を行うこと。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、試合前に時間を設定する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
ソフトテニス競技責任者

沖縄情報経理専門学校
下地 裕大
〒９０４－００１４ 沖縄市仲宗根町８－１１
ＴEL ０９８－９３８－３７１９
ＦAX ０９８－９３８－０９０５

⑨－１ バドミントン競技（団体）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）

２． 会

場

那覇市民体育館メインアリーナ
那覇市字識名１２２７
ＴEL：０９８－８５３－６９７９

３． 種

別

男子団体・女子団体

４． 試合方法

（1）
（2）
（3）
（4）

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） 線審（ラインズマン）は、選手による相互審判とし、審判の依頼により、速やかに出ること。
（3） 試合終了後は、勝者チームが結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

当該年度の日本バドミントン協会制定の競技規則・大会運営規定・公認審判員規定に準ずる。
男女ともにトーナメント方式とする。
２ダブルスと１シングルスの３マッチ（試合）制とし、２マッチ（試合）先取したチームを勝ちとする。
試合順は、ダブルス→ダブルス→シングルスとする。

６． 参加規定

（1） 選手４名～８名を事前にチーム毎に登録を行う。
（2） 同一選手の２ダブルスの出場は出来ない。（１ダブルスと１シングルスは可能）
（3） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
チームの出場を停止し、失格とする。
（4） 選手は統一された下記要綱のユニフォームを着用し、背部にはゼッケンを付けること。
男子は、上は襟付き半袖で、下はショートパンツとする。
女子は、上は襟付き半袖で、下はショートパンツもしくはショートスカートとする。
（5） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍで上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（6） 選手は、競技用シューズまたは、体育館シューズを履くこと。
（7） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもメンバーが揃わないチームは、棄権と
みなす。
（8） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

ＹＯＮＥＸ社製「ＮＥＷ ＯＦＦＩＣＩＡＬ（適正温度表示番号３番または４番）」を使用し、大会本部が
用意する。但し、練習球は、各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
選手オーダー表は、試合開始前に２部を、競技本部に提出すること。
審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
会場内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設定する
ので、これを利用して実施する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
バドミントン競技責任者

エルケア医療保育専門学校
吉本 ゆかり
〒９００－００２９ 那覇市旭町１１４－５
ＴＥＬ ０９８－８６０－７４４５
ＦＡＸ ０９８－８６１－１３９６

⑨－２ バドミントン競技（個人）実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１６日（金 ）

２． 会

場

那覇市民体育館メインアリーナ
那覇市字識名１２２７
ＴEL：０９８－８５３－６９７９

３． 種

別

男子個人・女子個人

４． 試合方法

（1） 当該年度の日本バドミントン協会制定の競技規則・大会運営規定・公認審判員規定に準ずる。
（2） 男女ともにトーナメント方式とする。
（3） ラリーポイントでの１ゲーム２１点の３ゲームマッチ制とし、２ゲーム先取した者が勝ちとする。

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） 線審（ラインズマン）は、選手による相互審判とし、審判の依頼により、速やかに出ること。
（3） 試合終了後は、勝者が結果を速やかに競技本部へ報告すること。

判

６． 参加規定

（1） 出場選手は選手登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
チームの出場を停止し、失格とする。
（2） 選手は下記要綱のユニフォームを着用し、背部にはゼッケンを付けること。
男子は、上は襟付き半袖で、下はショートパンツとする。
女子は、上は襟付き半袖で、下はショートパンツもしくはショートスカートとする。
（3） ゼッケンは２０ｃｍ×２０ｃｍで上段に学校名、下段に個人名を明記すること。
（4） 選手は、競技用シューズまたは、体育館シューズを履くこと。
（5） 試合開始予定時刻（前試合終了後１０分）を経過してもコートに来ない選手は、棄権とみなす。
（6） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試 合 球

ＹＯＮＥＸ社製「ＮＥＷ ＯＦＦＩＣＩＡＬ（適正温度表示番号３番または４番）」を使用し、大会本部が
用意する。但し、練習球は、各チームで用意すること。

８． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
審判員の判定には素直に従い、スポーツマンシップに則りフェアプレーを心掛けること。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
会場内での給水は、給水ボトルなどを使用すること。コップの使用は厳禁とする。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設定する
ので、これを利用して実施する。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
バドミントン競技責任者

エルケア医療保育専門学校
吉本 ゆかり
〒９００－００２９ 那覇市旭町１１４－５
ＴＥＬ ０９８－８６０－７４４５
ＦＡＸ ０９８－８６１－１３９６

⑩剣道競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）

２． 会

場

沖縄県立武道館 錬成道場
那覇市奥武山町５２番地 奥武山公園内

３． 種

別

ＴＥＬ ０９８－８５８－２７００

男子団体・女子団体・男子個人・女子個人

４． 試合方法

（1） （一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則同細則および本大会実施要項による。
（2） 団体・個人戦ともに、トーナメント戦とする。団体戦のみ、6チーム以上の場合は、リーグ戦を
２パートに分けて実施し、各パートの上位２チームによる決勝トーナメントを行う。
（3） 試合は、個人戦→団体戦の順で行う。
（4） 団体・個人戦ともに、試合時間は４分間、３本勝負とする。
（5） 団体戦は、男子５試合（先鋒、次鋒、中堅、副将、大将）、女子３試合（先鋒、中堅、大将）
とする。勝敗が決していてもすべての試合を行う。
（6） 団体戦において、リーグ戦は時間内に勝負がつかない場合は引き分けとし、勝敗・本数も同
数の場合は順位決定戦を行う。
（7） リーグ戦での順位決定戦、トーナメント戦での引き分けの場合は、任意の代表者による一本
勝負を行う。時間は区切らない。
（8） 個人戦において、時間内に勝負が決しない場合は、勝負の決するまで延長戦を行う。時間は
区切らない。

５． 審

（1） 審判は実行委員会が別途委嘱する。
（2） 得点係、時計係、記録係（４名／１試合場）は、実行委員会が別途委嘱する。

判

６． 参加規定

（1） 団体戦は、以下の登録とする。
男子：監督１名・選手５名・補欠２名
女子：監督１名・選手３名・補欠１名
男子は３名以上、女子は２名より参加可能とする。
ただし、不戦の場合は、男子は次鋒、副将の順に、女子は中堅を除くこととする。
（2） 出場選手は選手登録者に限る。登録者以外の者や他の競技との二重登録者を起用した場合
は、そのチームの出場を停止し、失格とする。
（3） 竹刀については、次の通りとする。
ア．長さは男女とも、１２０センチ以内とする。
イ．重さは、男子５００ｇ以上、女子４２０ｇ以上とする。
ウ．着色を施した竹刀、テープを巻くなど、破損したものは使用禁止とする。
エ．竹刀の中に異物を入れてはいけない。
オ．不正使用を発見した場合は反則負けとする。
カ．鍔は、必ず所定の位置に固定すること。
（4） 足のサポーターについては、審判長または審判主任の許可を得ること。
（5） 面紐の長さは、結び目から４０センチ以内とする。
（6） 垂には、原則として、ゼッケン「学校名（省略可）・名前」を着用すること。
（7） 紅白の目印（長さ７０センチ、幅５センチ）は、各校準備すること

７． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
試合進行上、選手は常に試合場周辺にて待機すること。
選手は、進行役員の指示に従って競技する。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
（会場内設置のゴミ箱には捨てないで下さい。）
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、空きスペース等にて各
チーム協力して使用すること。また、使用後は道場の整備を行うこと。
試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
剣道競技責任者

尚学院国際ビジネスアカデミー
與世山 圓
〒９００－００１２ 那覇市泊２－１７－４
ＴＥＬ ０９８－８６７－３５１５
ＦＡＸ ０９８－８６７－５６１１

⑪弓道競技実施要項
１． 日

程

平成３０年 １１月１５日（木）

２． 会

場

奥武山公園 弓道場
那覇市奥武山町４４－１

３． 種

別

ＴＥＬ ０９８－８５７－２７９９

男子団体・女子団体・男子個人・女子個人

４． 試合方法

（1） 全日本弓道連盟の競技規則準ずる。
（2） 近的競技とし、３６ｃｍ霞的を使用する。
（3） 各県より男女各５名の選手を選出し、うち３名の選手を団体一組として協議を行う。
選出方法は各県に一任する。
（4） 競技は、四ツ矢三立（１２射）計３６射とする。また、団体・個人競技併用とする。
（5） 団体競技の成績は、男女別に事前に登録した３名の個人競技成績の合計的中数により決定
する。但し、３名に満たない県の団体競技成績は出場選手の合計的中数とする。
（6） 個人競技の成績は、全選手を個人競技対象とし、男女別に的中数により決定する。
（7） 同中の場合、以下方法にて決定する。
団体競技の場合、各人１手（２射）にて競射を行う。
個人競技の場合、決勝は射詰めにより決定し、他は遠近法による。
（8） 筈こぼれは失格とする。

５． 審

審判は実行委員会が別途委嘱する。

判

６． 参加規定

（1） 選手数は、各県男女各５名以内。内３名を団体一組とする。
（2） 競技日の受付時間迄正当な理由なく選手が会場に来ない場合は、棄権とみなす。
（3） 出場選手は、登録者に限る。登録外者や他の競技との二重登録者を起用した場合は、その
チームの出場を停止し、失格とする。やむなく追加を希望する場合は、競技委員長へ申し出
を行う。
＊追加者の対象は、各県の大会（予選会）出場した選手のみとする。
（4） 選手は、弓具一式を用意する。
（5） 選手は、弓道衣と袴と白足袋を着用することを原則とし、ゼッケンを袴の右側に付ける。
（6） ゼッケンは１５ｃｍ×１５ｃｍで上段に学校名（省略可）、下段に氏名を明記すること。
（7） その他は、監督会議申し合わせ事項による。

７． 試合矢

（1） 試合矢は各自で用意すること。

７． 注意事項

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）

監督会議には、監督またはコーチが出席することを原則とする。
参加規定に違反または不都合な行為があった場合はそのチームの出場を停止する。
選手は、競技委員及び審判の指示に従って競技する。
競技時の立ち順は、選手登録の名簿順とする。
応援席など会場内でのゴミ等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。
各チームや選手個人の持ち物は自主管理とし、各自で責任を持って管理すること。
競技中の事故等の治療のための救急箱等は、各チームで用意し、参加チームは事前に選手の
傷害保険に加入しておくこと。
（8） ウォーミングアップなどの事前練習は、別会場を用意していないので、試合前に時間を設定する
ので、これを利用して実施する。
（9） 試合中、選手のピアス等のアクセサリー類着用を禁止する。

９． 問い合せ先 競技に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
弓道競技責任者

SOLA沖縄学園
川満 秀昭
〒９０１－２２２３ 宜野湾市大山７－９－８
ＴＥＬ ０９８－８９８－０７０１
ＦＡＸ ０９８－８９８－３８３２

