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ごあいさつ 

第 53 回全国ろうあ者体育大会 

若葉の鮮やかな季節となりました。2019年 9月に第 53回全国ろうあ者体育大会が鳥取県・島根県の

両県で開催されます。鳥取県において、全国レベルの行事開催は、1999 年の全国ろうあ者大会以来の

20年振りの開催となります。 

「神やどる地に 跳び 駆け 指おどる」をテーマにし、熱い戦いが繰り広げられることを今から楽

しみにしております。鳥取県は、実行委員会に鳥取県地域振興部スポーツ課、鳥取県教育委員会事務局

高等学校課、特別支援教育課などの行政関係方々にも入っていただき、この全国大会を盛り上げようと

取り組んでいるところです。3月には、「デフスポーツフェスタ in米子 2019」を開催し、デフアスリー

トと地域の小学生との交流の機会を設けたり、本大会の横断幕を鳥取県庁などに掲示する計画をたて

たりするなど、本大会を盛り上げていこうとする潮流をつくっています。 

更に、鳥取砂丘、山陰海岸ジオパーク、白壁土蔵群、皆生温泉、大山、コナン通りなど観光資源に恵

まれた鳥取の新しい魅力を知っていただける機会になるかと存じます。また、全国初の手話言語条例を

制定した鳥取県ならではのおもてなしができるように、準備を進めているところです。 

最後になりましたが、私たち実行委員及び競技関係者、そしてこの大会に関わる多くの県民一同、選

手の皆さまや役員等関係者の皆さまのご健闘を願い、9月の本大会で皆さまとお会いできますことを心

よりお待ちいたしております。 

2019 年 4月吉日

第 53回全国ろうあ者体育大会鳥取県実行委員会 

委員長  下垣 彰則 

    （公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会理事長）

全国の聞こえない・聞こえにくい選手の皆さまにおかれましては、9月の大会に向けて本格的な練習

を重ねておられることと存じます。私たち実行委員は、選手の皆さまがそれぞれの競技において日頃の

練習の成果を充分に発揮し、交流の和を広げ、楽しんでいただける大会を目指し、準備を進めていると

ころです。 

 このたび「第 53回全国ろうあ者体育大会 in鳥取・島根」の案内書をお届けする運びとなりました。

 9 月 19 日（木）～22 日（日）の 4 日間の日程で開催される競技や開催行事は、開催要項にも載せて

おりますように、鳥取は 4市町、島根は 2市での分散開催となっております。何分にも距離が離れてい

て移動にかなりの時間を要しますので、選手及び関係者の皆さまにはご不便をおかけするかと存じま

すが、各競技会場やスタッフ確保などの事情によるものとご理解の上、ご協力を頂きますようお願い致

します。  

松江には、国宝松江城、夕日で有名な宍道湖、そして立派な城下町で、古き良き街並みが今もなお残

っています。又、出雲には、縁結びの神として名高い出雲大社もあります。おそらく皆さまの心を癒し

てくれるひとときになるでしょう。 

 最後に、選手、そのご家族及び役員の皆さまのご健康を祈念し、元気な笑顔でお会いできる日を心よ

りお待ちしております。 

2019 年 4月吉日

第 53回全国ろうあ者体育大会島根県実行委員会 

委員長  廣戸 勉 

（島根県ろうあ連盟連盟長）
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第 53回全国ろうあ者体育大会開催要項  

 

 

１）目  的 全国のろうあ者がスポーツを通して技を競い、健康な心と体を養い、自立と社会参加を促進し、

あわせて国民のろうあ者に対する正しい理解を深めるために開くものである。 

 

２）名  称 第 53回全国ろうあ者体育大会 

       ①第 65回野球競技     ⑦第 32回ボウリング競技 

       ②第 53回卓球競技        ⑧第 27回ソフトボール競技 

       ③第 51回バレーボール競技    ⑨第 27回バドミントン競技 

       ④第 49回陸上競技大会      ⑩第 20回バスケットボール競技 

       ⑤第 39回サッカー競技      ⑪フットサル競技（オープン競技） 

       ⑥第 38回テニス競技 

 

３）開催日程 2019年 9月 19日（木）～9月 22日（日） 

      

４）会  場 鳥取県内（鳥取市、倉吉市、北栄町、米子市） 

       島根県内（松江市、出雲市） 

 

５）主  催 一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

６）主  管 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会（第 53回全国ろうあ者体育大会鳥取県実行委員会） 

 島根県ろうあ連盟（第 53回全国ろうあ者体育大会島根県実行委員会） 

 

７）競技主管 （予定） 

   島根県軟式野球連盟、島根県卓球協会、鳥取県バレーボール協会、一般財団法人島根陸上競技協会、一般

財団法人鳥取県サッカー協会、島根県テニス協会、島根県ボウリング連盟、鳥取県ソフトボール協会、鳥

取県バドミントン協会、一般社団法人鳥取県バスケットボール協会、一般財団法人島根県サッカー協会（順

不同）  
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８）後  援 （予定） 

   スポーツ庁、厚生労働省、（公財）日本スポーツ協会、（公財）日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピ

ック委員会、（社福）全国社会福祉協議会、（社福）日本身体障害者団体連合会、（一社）全国手話通訳問題

研究会、全国聾学校長会、全国聾学校体育連盟、日本デフスポーツ団体協議会 

   鳥取県、鳥取市、倉吉市、北栄町、米子市、島根県、松江市、出雲市 

   一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会、鳥取県教育委員会、鳥取市教育委員会、倉吉市教育委員会、

北栄町教育委員会、米子市教育委員会、公益財団法人鳥取県体育協会、鳥取市体育協会、倉吉市体育協会、

米子市体育協会、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会、（社福）倉吉

市社会福祉協議会、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会、社会福祉法人米子市社会福祉協議会、鳥取県立

鳥取聾学校、鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校、公益社団法人鳥取県医師会、公益社団法人鳥取県看護協

会、一般社団法人鳥取県理学療法士会、（特非）全国要約筆記問題研究会鳥取県支部、鳥取県手話通訳士協

会、（公財）とっとりコンベンションビューロー 

（公財）島根県障害者スポーツ協会、島根県教育委員会、松江市教育委員会、出雲市教育委員会、（公財）

島根県体育協会、（公財）松江市体育協会、出雲市体育協会、（社福）島根県社会福祉協議会、松江市社会

福祉協議会、（社福）出雲市社会福祉協議会、島根県立松江ろう学校、島根県立浜田ろう学校、（一社）島

根県医師会、（公社）島根県看護協会、全国要約筆記問題研究会島根県支部、島根県要約筆記サークル連絡

協議会、島根県身体障害者団体連合会、島根県難聴者協会、しまね盲ろう者友の会 

   ＮＨＫ鳥取放送局、ＮＨＫ松江放送局、日本海テレビ、ＢＳＳ山陰放送、ＴＳＫ山陰中央テレビ、新日本

海新聞社、毎日新聞鳥取支局、毎日新聞松江支局、朝日新聞鳥取総局、朝日新聞松江総局、読売新聞鳥取

支局、読売新聞松江支局、山陰中央新報社、産經新聞松江支局、中国新聞社、島根日日新聞社、エフエム

山陰、日本海ケーブルネットワーク、鳥取中央有線放送株式会社、山陰ケーブルビジョン、出雲ケーブル

ビジョン、いなばぴょんぴょんネット、ひらたＣＡＴＶ（株）（順不同） 

 

９）協  賛 （予定） 

   大塚製薬株式会社、ナガセケンコー株式会社、株式会社ミカサ、株式会社モルテン、東武トップツアーズ 

   株式会社 

 

10）協  力 

   全国手話通訳問題研究会鳥取支部、鳥取県手話サークル連絡協議会 

全国手話通訳問題研究会島根県支部、島根県手話サークル連絡協議会 

 

11）日程及び会場  

  期間：2019年 9月 19日（木）～9月 22日（日） 

 町・市 場会 容  内 間 時 日 月

9/19 

(木) 

13:00～21:00 
連盟スポーツ委員会 

第２回会議 
 

米子コンベンションセンター 

 

 

 

 

 

米子市 

 

 

 

17:00～18:00 実行委員会との打ち合わせ 

19:00～21:00 競技運営合同会議 

9/20 

（金） 

10:00～10:50 競技別担当者打ち合わせ会 米子コンベンションセンター・米子市文化ホール 

11:00～13:00 監督主将会議 米子コンベンションセンター・米子市文化ホール 

14:30～17:30  ルーホ化文市子米 式会開

18:00～19:30 加盟団体体育部長懇談会 
米子コンベンションセンター 

19:30～20:30 全国体育大会検討作業委員会 
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 町・市 場会 容  内 間 時 日 月

9/21 

（土） 

 

9:00～17:00 

第 65回野球競技 出雲ドーム 

斐川公園野球場 
出雲市 

第 53回卓球競技 松江市総合体育館 松江市 

第 51回バレーボール競技 鳥取県立米子産業体育館 

米子市民体育館 
米子市 

第 49回陸上競技大会 島根県立浜山公園陸上競技場 出雲市 

第 39回サッカー競技 米子市営東山陸上競技場 

米子市営東山球技場 
米子市 

第 38回テニス競技 松江総合運動公園 松江市 

第 32回ボウリング競技 出雲会館センターボウル 出雲市 

第 27回ソフトボール競技 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 

北条運動場 

倉吉市 

北栄町 

第 27回バドミントン競技 鳥取県立鳥取産業体育館 鳥取市 

第 20回バスケットボール競技 鳥取県民体育館 鳥取市 

  フットサル競技（オープン競技） 島根県立浜山公園体育館 出雲市 

9/22 

（日） 

 

9:00～15:00 

第 65回野球競技 出雲ドーム 

斐川公園野球場 
出雲市 

第 53回卓球競技 松江市総合体育館 松江市 

第 51回バレーボール競技 鳥取県立米子産業体育館 

米子市民体育館 
米子市 

第 49回陸上競技大会 島根県立浜山公園陸上競技場 出雲市 

第 39回サッカー競技 米子市営東山陸上競技場 

米子市営東山球技場 
米子市 

第 38回テニス競技 松江総合運動公園 松江市 

第 32回ボウリング競技 出雲会館センターボウル 出雲市 

第 27回ソフトボール競技 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 

北条運動場 

倉吉市 

北栄町 

第 27回バドミントン競技 鳥取県立鳥取産業体育館 鳥取市 

第 20回バスケットボール競技 鳥取県民体育館 鳥取市 

 フットサル競技（オープン競技） 島根県立浜山公園体育館 出雲市 

15:00～16:00  場会技競各 式彰表・式会閉

 

 市 場会 容内 日月

9/19（木）～20（金） 大会本部 米子コンベンションセンター 

米子市文化ホール 
米子市 

9/21（土）～22（日） 大会本部（鳥取県） 鳥取県立米子産業体育館 米子市 

 館育体合総市江松 ）県根島（部本会大 松江市 

   ）場会技競の定特（児託 
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12）競技実施要項の主な変更・追加事項 

【説明】 

今大会の「各競技実施要項」は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ（http://www.jfd.or.jp/sc/）

に掲載されています。ここでは、昨年の競技実施要項より変更・追加された主な事項をお知らせ致します。

（今大会で変更・追加項目のある競技は、野球、卓球、バレーボール、サッカー、ソフトボール、バドミン

トン、陸上）

※なお、陸上については大幅な変更があったため、対比表ではなく、要項全文を掲載しております。 

Ｐ11～Ｐ13をご参照ください。 

(1)第 65回 軟式野球競技 

前 回 今回の変更・追加

４．チームの編成 

(3) 監督の背番号は 30番、主将の背番号は 10番と

する。 

５．競技方法 

(5）時間制限によるコールドゲームは無制限とする。

(10）大会の使用球は、（公益財団）全日本軟式野球

連盟公認 A 号ボールとし、ボールのメーカーについ

ては主管団体において決定する。（本大会は〇〇ボー

ルとする。） 

６．用具等 

競技に使用する用具については、(公益財団)全日本

軟式野球連盟競技規則に定められたものとする。な

お、打者および走者は、ヘルメットを着用しなけれ

ばならない。また、守備中の捕手は、プロテクター、

ヘルメットおよびレガースを着用しなければならな

い。 

８．抗議について 

試合中に、抗議が出来る者は、監督または主将・当

該プレイヤーである。 

12．雨天の場合の連絡等について 

(2) 雨天でも試合を行う場合、落雷がないとも限ら

ないので、木製バットも用意しておくこと。

４．チームの編成 

(3) 監督の背番号は 30 番、主将の背番号は 10 番と

する。選手は 0番から 99番とする。

５．競技方法 

削除。以下、番号繰り上げ 

(9) 大会の使用球は、(公益財団)全日本軟式野球連盟

公認Ｍ号ボールとし、ボールのメーカーについては主

管団体において決定する。 

６．用具等 

競技に使用する用具については、(公益財団)全日本軟

式野球連盟競技規則に定められたものとする。なお、

打者および走者、ベースコーチは、ヘルメットを着用

しなければならない。また、守備中の捕手は、プロテ

クター、ヘルメットおよびレガースを着用しなければ

ならない。 

８．抗議について 

試合中に、抗議が出来る者は、監督または主将・当

該プレイヤーのうちの１名とする。

12．雨天の場合の連絡等について 

削除 

※フットサルについてはオープン競技のため、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ

（http://www.jfd.or.jp/sc/）に掲載されています。
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(2)第 53回 卓球競技 

前 回 今回の変更・追加

６．申し合わせ事項 

(5) 会場及び時間の都合、または参加チーム及び選

手が多いあるいは少ない場合、試合方式を変更する

ことがある。(場合によっては中止することもある) 

(6) 個人参加申込みについては、ベスト８、16選手

同士の組み合わせを考慮するために戦歴を参考欄に

記入すること。 

(7) 試合中のアドバイスについてはアドバイザー１

名のみベンチに入れるものとする。(アドバイザーは

競技者と共にベンチに入れること) 

(8) 招集について、試合開始の５分前には選手待合

所に集合とすること。もし来なければ呼びかけを実

施し、５分以内に来なかった場合はその選手を棄権

とみなす。 

８．組み合わせ方法 

10．注意事項 

６．競技用服装

(5)移動（８．組み合わせ方法へ）

(6)移動（８．組み合わせ方法へ）

(7)移動（１０.注意事項へ）

(8)移動（１０．注意事項へ）

８．組み合わせ方法 

(4) 会場及び時間の都合、または参加チーム及

び選手が多いあるいは少ない場合、試合方式を

変更することがある。(場合によっては中止す

ることもある)

(5) 個人参加申込みについては、ベスト８、16

選手同士の組み合わせを考慮するために戦歴

を参考欄に記入すること。

10．注意事項 

(1) 試合中のアドバイスについてはアドバイ

ザー１名のみベンチに入れるものとする。(ア

ドバイザーは競技者と共にベンチに入れるこ

と)

(2) 招集について、試合開始の５分前には選手

待合所に集合とすること。もし来なければ呼び

※６．申し合わせ事項の（5）、(6)を８．組み合

わせ方法の(4)、（5）とする。 

 

※６．申し合わせ事項の（7）、（8）を 10．注意

事項（1）、（2）にいれ、以下番号を下げる。 

 

6



(1) 団体･シングルス･ダブルス戦の参加申し込みに

ついては、備考欄に戦歴を記入とのこと。特にシン

グルスの申し込みには､一般とシニアの区別を明ら

かにすること。 

(2) ダブルス同意書は､参加申込みと同様、通常締め

切りとする。 

(3) 競技進行はタイム・テーブルによって行うので、

各自の出場時間及びコートを予め確認しておくこ

と。しかし進行の都合で試合予定のコートや時間を

変更することがあるので、その場合、競技者は競技

役員の指示に従うこと。 

(4) 団体戦のオーダーは、第１試合は〔 〕時(監督・

主将等合同会議にて決定)、第２試合以降は対戦チー

ムが決定次第直ちに提出すること。 

(5) その他については、大会本部又は競技役員の指

示に従うこと。

かけを実施し、５分以内に来なかった場合はそ

の選手を棄権とみなす。

(3) 団体･シングルス･ダブルス戦の参加申し

込みについては、備考欄に戦歴を記入とのこ

と。特にシングルスの申し込みには､一般とシ

ニアの区別を明らかにすること。 

(4) ダブルス同意書は､参加申込みと同様、通

常締め切りとする。 

(5) 競技進行はタイム・テーブルによって行う

ので、各自の出場時間及びコートを予め確認し

ておくこと。しかし進行の都合で試合予定のコ

ートや時間を変更することがあるので、その場

合、競技者は競技役員の指示に従うこと。 

(6) 団体戦のオーダーは、第１試合は〔 〕時

(監督・主将等合同会議にて決定)、第２試合以

降は対戦チームが決定次第直ちに提出するこ

と。 

(7) その他については、大会本部又は競技役員

の指示に従うこと。
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 (3)第 51回 バレーボール競技 

前 回 今回の変更・追加

３．出場資格  

男女とも、加盟団体単位で２チームまでとする。但し、

加盟団体単位でチームを編成できない場合は当該ブロ

ックに限り、連合チームを編成することができる。方法と

して単独チームを組むチームに加入、また単独チーム

を編成できない加盟団体同士がチームを組んでもよ

い。この場合、後者については、連合であることが明確

なチーム名にすること。 

男女とも、都道府県ブロックにおいて、チーム編成が

困難、もしくは特別な事情により他ブロックでのチーム

でプレイを希望する場合は、自ブロックとチーム先ブロ

ックの体育部長双方に確認・許可を得た上で選手参加

証明書をろうあ連盟に提出すること。 

４．チームの編成 

(1) １チームの人数は、監督、コーチ含むスタッフ４

名、選手 12 名の計 16 名以内とする。 

(2) 選手 12 名のうち、リベロプレーヤーは２名まで登

録できる。 

(3) 監督、コーチ、又はスタッフが選手を兼ねる場合

は選手登録名簿に記載しておくこと。 

５．競技方法 

(1) 予選リーグ戦をおこなった後、勝ち残った上位８

チームによる決勝トーナメント戦をおこなう。但し、参加

チーム数が多いときは、予選トーナメント戦によるものと

する。 

(2) 予選リーグ戦及び準決勝戦、３位決定戦、決勝

戦は、３セットマッチとする。 

６．使用球 

（公益財団）日本バレーボール協会検定５号球（人工

皮革・カラーボール）とする。 

※ボールメーカーは実行委員会で決定する。 

３．出場資格 

男女とも、加盟団体単位で２チームまでとする。但し、

加盟団体単位でのチーム編成ができない場合は当該

ブロックに限り、連合チームを編成することができる。 

方法として

① 単独チームを組むチームに加入

② 単独チームを編成できない加盟団体同士がチ

ームを組んでもよい。この場合、連合であること

が明確なチーム名にすること。

男女とも、都道府県各ブロックにおいて、チーム編成

が困難、もしくは特別な事情により他ブロックでのチー

ムでプレイを希望する場合は、自ブロックと加入先ブロ

ック双方の体育部長へ確認・許可を得た上で選手参加

証明書をろうあ連盟に提出すること。 

４．チームの編成 

 (1) １チームの人数は、監督、コーチ含むスタッフ４

名、選手 12 名の計 16 名以内とする。 

(2) 選手 12 名のうち、リベロプレーヤーは２名まで登

録できる。 

(3) 監督、コーチ、又はスタッフが選手を兼務する場

合は選手登録名簿に記載しておくこと。 

５．競技方法 

(1) 予選リーグ戦をおこなった後、勝ち残った上位８

チームによる決勝トーナメント戦をおこなう。但し、参加

チーム数が多いときは、トーナメント方式とする。

(2) 予選リーグ戦及び準決勝戦、３位決定戦、決勝戦

は、３セットマッチとする。 

６．使用球 

（公益財団）日本バレーボール協会検定５号球（カラ

ーボール）とする。 

奇数年：男子 モルテン 女子 ミカサ

偶数年：男子 ミカサ 女子 モルテン
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７．組み合わせ 

組み合わせは、監督・主将等会議において抽選によ

り決定する。なお、１次予選ではそのブロックに属する

加盟団体チーム同士の対戦は行わない。また男女とも

前回優勝・準優勝チームはシードする。 

８．表彰式 

(1) 表彰式は決勝戦終了後に行う。 

(2) 統一服装で参加すること。 

９．注意事項 

 (6) 主将は、ジャージ色と異なった色の幅２cm、長さ８

㎝のマークをユニフォームの胸部の番号の下に明確に

付けること。 

 (8) フェアプレー 

競技者は審判員だけでなく、他の役員・相手チーム・

チームメイトさらに観衆に対してもフェアプレーの精神

で敬意を示し、礼儀正しく行動しなければならない。 

７．組み合わせ 

組み合わせは、監督・主将等会議において抽選によ

り決定する。なお、予選ではそのブロックに属する加盟

団体チーム同士の対戦は行わない。また男女とも前回

優勝・準優勝チームはシードとする。

８．表彰式 

(1) 表彰式は決勝戦終了後に行う。入賞したチームは

必ず参加すること。

(2) チームは全員が統一された服装で参加すること。

９．注意事項 

 (6) 主将は、ジャージ色と異なった色の幅２cm、長さ８

㎝のマークをユニフォームの胸部の番号の下へ明確に

付けること。 

(8) フェアプレー 

競技者は審判員だけでなく、他の役員・相手チーム・

チームメイトさらに観衆に対してもフェアプレーの精神

で敬意を示し、礼儀正しく行動すること。

(9) リベロプレーヤーについて

①12 名の中で１名もしくは２名（リベロリプレイスメン

ト）のリベロについては、試合ごとの変更は可能であり、

負傷した場合でも別の選手をリベロとして登録できる。

②７名しか選手がいない場合でも１名をリベロにする

ことができる。ただし一般のプレーヤーが負傷した場

合、リベロが一般のプレーヤーになることができる。
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(4)第 39回 サッカー競技 

前 回 今回の変更・追加 

17．注意事項 

(6)その他 

② 実行委員会は大会参加申込締切後、参加チーム

が 12チームに満たない場合、すぐ一般財団法人

全日本ろうあ連盟スポーツ委員会事務局にその

旨を伝えること。 

 

17．注意事項 

(6)その他 

② 実行委員会は大会参加申込締切後、参加チーム

が８チームに満たない場合、すぐ一般財団法人

全日本ろうあ連盟スポーツ委員会事務局にその

旨を伝えること。 

 

 

 

(5)第 27回 ソフトボール競技 

前 回 今回の変更・追加 

３．出場資格 

(3) 出場するチームは１チームで、当該ブロック内

の他のチームから選手を３名以内で補強することが

できる。当該ブロック内で人数が満たされない場合

は、隣接ブロックから加えても良い。ただし、この

場合、隣接ブロック体育部長の許可を要する。 

 

６．競技方法 

③ ５回以後７点差の場合はコールドゲームとする。 

３．出場資格 

(3) 出場するチームは１チームで、当該ブロック内

の他のチームから選手を４名以内で補強することが

できる。当該ブロック内で人数が満たされない場合

は、隣接ブロックから加えても良い。ただし、この

場合、隣接ブロック体育部長の許可を要する。 

 

６．競技方法 

③ ３回１５点、４回１０点、５回以降７点差の場合

は得点差コールドゲームとする。 

 

 

(6)第 27回 バドミントン競技 

前 回 今回の変更・追加 

３．参加資格 

(5)ダブルスのペアは、加盟団体内で組めない場合、

全国ろうあ者体育大会競技実施要項規定６の(2)に

より、当該ブロックの他加盟団体の者と組むことが

できる。 

 

 

９．競技審判上の注意事項 

(1)選手はコールを受けた後、5分以内にコートに

入ること。 

 

３．参加資格 

(5)ダブルスのペアは、原則として加盟団体内で組

むものとする。しかし、大会に参加する人数によ

ってペアが組めない場合、全国ろうあ体育大会競

技実施要項規定６の（2）により、他の加盟団体の

ものと組むことができる。 

 

９．競技審判上の注意事項 

(2)選手はコールを受けた後、5分以内にコートに

入ること。 

以下、数字は順繰りで訂正。 

 

 

(1)競技中は補聴器の装着を認めない。 
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第 53全国ろうあ者体育大会 第 49回陸上競技大会要項

１．共 催  一般財団法人全日本ろうあ連盟・一般財団法人島根陸上競技協会

２．期 日  2019年９月 21日（土）・22日（日） 

３．会 場  島根県立浜山公園陸上競技場 

       〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木 1868-10 ℡0853-53-4533 

４．競 技 

・日本陸連登録選手の部  男・女（１部・２部） 

・日本陸連未登録選手の部 男・女（１部・２部） 

※日本陸連登録選手については、記録は公認される。未登録選手については公認されない。 

５．競技規則 

大会開催年度の(公益財団)日本陸上競技連盟規則及び本大会申し合わせ事項によるものとす

る。 

６．種 目 

１部（39 歳以下）と２部（40 歳以上）に区別する。種目は１部も２部も共通。 

(1) 男子の部（18種目） 

100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、110mＨ（1.067ｍ）、 

４×100mＲ、４×400mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投(7.26kg)、 

やり投(800g)、円盤投(２kg)、ハンマー投(7.26kg) 

(2) 女子の部（12種目） 

100m、200m、400m、1500m、5000m、４×100mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、 

砲丸投(４kg)、やり投(600g)、ハンマー投(４kg) 

７．出場資格 

(1) 日本陸連登録選手の部に出場する選手は、登録手続きを各都道府県（郡市陸協・学連・高体

連）で行い、2019年度登録ナンバーを記入して申し込むこと。 

(2) 男女とも、１部は 39歳以下、２部は 40歳以上とする。但し、40歳以上でも１部に出場す

ることができる。 

(3) 1人当たりの出場種目はリレーを除いて２種目以内とする。 

(4) 盲ろう選手の参加は可能とする。但し、競技種目によって不可能になる場合があるので、主

催へ事前に申し合わせをすること。 

８．競技方法 

(1) 個人及び都道府県対抗(男女別総合で１部のみ)とする。 

(2) 団体対抗の得点は、１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、６位３点、７位

２点、８位１点とする。 

得点について、１位～８位内に同じ都道府県の選手が複数入っている場合は、上位の２人ま

でを得点対象とし３人目以降は無得点とする。 
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９．表彰 

(1) 表彰式は各部門で種目ごとにレース終了後行うので、第３位までの入賞者は、レース後すぐ

本部表彰控所へ集合すること。 

(2) 優秀な記録を出した選手には、最優秀選手としてトロフィー又は盾を授与する。 

 

10．参加申込み 

出場する場合、陸上個票に１種目毎に氏名・加盟団体名・自己の最近記録・日本陸連登録選手

は 2019年度登録ナンバーを７の（1）で登録した登録団体名を明記し、参加申込書(大会指定用紙)

に添えて申し込む。 

 

11．注意事項 

(1) 競技場への立ち入り 

競技場へは、競技役員、補助員、出場中の選手、実行委員、手話通訳者及び許可を得た報道

関係者以外は立ち入ることができない。 

(2) 更衣室について 

貴重品・衣類の盗難防止のため、更衣室ではロッカーを使用してもよいが、貴重品の管理は

各自で責任を持つこと。 

(3) 練習について 

競技役員の指示に従って行う。 

(4) 招集について 

① 招集の開始及び完了の時刻は下図のとおりとする。 

競技の種目 招集開始時間 招集完了時刻 

トラック競技 
競技開始時刻 

30分前 

競技開始時刻 

20分前 

フィールド競技 
競技開始時刻 

40分前 

競技開始時刻 

30分前 

② 招集の点呼を済ませた人は、招集所で待機しなければならない。代人による点呼は認め

ない。 

③ 招集完了時刻に遅れた選手及び招集完了時に招集場所にいない選手は、棄権したものと

みなす。 

④ 招集場所から競技場へ移動、または競技場から退場するとき、係員が案内するので、係

員の指示に従う。 

⑤ ２種目同時に出場する人は、その旨本人(代人でも可)が招集終了時までに申し出る。 

⑥ リレー出場チームは、招集１時間前までにオーダー用紙を競技者係に提出する。 

(5) 入場 

競技者係にナンバーカードの確認を受けた後、係員の誘導で競技場に入る。 

 （6）組み分け 

参加人数によっては日本陸連登録選手と未登録選手が一緒に競技することもある。 

 （7） 不正スタート 

トラック種目で１回目以降の不正スタートをした競技者が失格となる。 

(8) リレーチーム編成 

１チーム６名までエントリーできる。 
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リレーエントリー人数不足（３名以下）でチームに出場できない場合は各ブロックチームでエントリー可能と

する（但し団体得点は無効）

(9) 走路順及び試技順 

トラック競技の走路順及びフィールド競技の試技順は、プログラム記載の順序とする。予選

をしたトラック競技の決勝の走路順は主催者が公正に抽選し、その結果は予選終了後、招集

所に掲示する。 

(10) 10000m競技打ち切り

運営時間の関係で 60分競技を打ち切り致します。

(11) 走高跳、最初のバー高さとバーの上げ方 

最初のバー高さは監督主将会議で高さを決定する。 

決勝で３㎝ずつ上げる。 

１位決定の際は２㎝とする。 

(12) 用 具 

① 砲丸投の砲丸は、男子は 7.26kg、女子は４kgを使用する。 

② 円盤投の円盤は、男子は２kgを使用する。 

③ やり投の槍は、男子は 800g、女子は 600gを使用する。 

④ スパイクシューズは全天候型のピンを使用し、トラック及びフィールドは９㎜以下、走高

跳及び槍投については 12㎜以下とする。 

⑤ 投てき用具については競技場備え付けの用具を使用する。（持ち込みは不可） 

(13) 競技服装 

① 競技を行うときは競技服装(ユニフォーム)を着用する。 

    また、リレーについては、同一のユニフォームを着用する。 

② ナンバーカードは、実行委員会が交付したものを使用し、競技服装の上衣の胸部及び背部

に安全ピンで留める。ただし、走高跳に出場する者は、胸部又は背部のいずれか一方で

よい。 

③ 長距離のナンバーカードは胸部と腰ナンバーをレーン順番号に付ける。 

④ トレーニング中又は競技中に、一般に認められた団体の名称以外の広告を付けたものを競

技場内に持込むことは、（公益財団）日本陸上競技連盟競技規則に抵触するので厳に慎む。

12．本要項の改正 

・ 一部改正  2004年 2月 22日 第 6回全国委員会

・ 一部改正  2007年 3月 9日  第 3回本委員会 

・ 一部改正  2010年 2月 7日 第 3回本委員会 

・ 一部改正  2012年 2月 5日 第 3回本委員会 

・ 一部改正  2017年 2月 5日 第 3回スポーツ委員会 

・ 一部改正  2018年 2月 9日 第 3回スポーツ委員会 

・ 一部改正  2019年 2月 2日 第 3回スポーツ委員会 
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13）競技組合せ抽選会について 

【大会参加申込締切り後、実行委員会で代理抽選を行う競技】 

  ①第 53回卓球競技 

②第 49回陸上競技大会 

③第 38回テニス競技 

④第 32回ボウリング競技 

⑤第 27回バドミントン競技 

 

【監督主将会議（9月 20日（金））で抽選を行う競技】 

  ①第 65回野球競技 

②第 51回バレーボール競技 

③第 39回サッカー競技 

④第 27回ソフトボール競技 

⑤第 20回バスケットボール競技 

  ⑥フットサル競技（オープン競技） 

 

14）お問い合わせ先 

【鳥取県事務局連絡先】            【島根県事務局連絡先】 

第53回全国ろうあ者体育大会鳥取県実行委員会事務局    第 53回全国ろうあ者体育大会島根県実行委員会事務局           

〒683-0845鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目19-48       〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根２階      

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会気付          島根県ろうあ連盟気付 

TEL：（0859）30-3720／FAX：（0859）30-3131       TEL：（0852）32-5959／FAX：（0852）32-5922 

E-mail：53rd-deafsports@torideaf.jp         E-mail：shimane-rohren.2010@navy.plala.or.jp 

  

 【大会ホームページ】 

 http://torideaf.jp/publics/index/92/ 
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全国ろうあ者体育大会（夏季）競技会の中止に関して(事情により中止する場合の基準) 

1. 参加料の返金は「大会参加申込締切日以降、理由の如何にかかわらず返金しない」とあるため、

競技会中止による参加料の返却はない。 

2. 但し、主催者の都合による理由の場合、以下を除き、返却する場合がある。 

① 天災地変等、気象条件による場合。 

② 運送機関のスケジュール、交通事情、その他やむをえない場合。 

③ その他主催者では不可抗力による理由の場合。 

3. 競技会実施当日の天候条件によって、決行か中止かの事項は「荒天時における競技実施態勢に

ついては主催者において決定する」となっているが、これを具体的に示したのが下記である。

なお、雨天等による順延は行なわない。 

4. 天災地変等、気象条件による場合（地震や津波等） 

(1) 当日の実行委員会の受け入れ態勢が整わない場合、主催者団体は実行委員会と確認のうえ、

中止決定とする。 

(2) 台風等による場合 

① 実行委員会は、台風が現地に接近する場合、主管競技団体と協議のうえ、競技実施日

の前々日（競技会第一日が土曜日の場合直前の木曜日）の午後６時までに結果を主催

者団体に伝えること。主催者団体は直ちに加盟団体に周知する。 

② 加盟団体はこれが予想される場合、自団体の選手やチームに即連絡ができるように体

制をおくのが望ましい。 

5. 雨天による場合 

(1) この場合、屋外競技を対象とする。 

軟式野球競技、陸上競技、サッカー競技、テニス競技、ソフトボール競技 

(2) 当日雨天の場合でもグラウンドが使用可能な場合は試合を行う。 

(3) 競技実施中の雨天が生じた場合、試合続行か中止かの協議は主管競技団体（審判）と主催

者団体（技術委員）で行い、連盟三役から確認を得て決定する。 

(4) 前日雨天の場合、翌日（競技会実施日）の午前７時までに主管競技団体（審判）と主催者

団体（技術委員）でグラウンド（コート）面の状況により、決行か中止または待機かを協

議する。その日に出場する選手、チームは通常通り集合してもらい、結果を説明する。 

① その日が、明らかにグラウンド（コート）使用が不可能の場合、中止し、第２日に備

える。 

② 天候の回復が望める場合、待機する。 

③ 第２日もグラウンド（コート）使用が不可能の場合、連盟三役の確認をとり、中止を

決定する。 

④ 実行委員会は監督主将会議で選手、チームへの緊急連絡先を確認し、控えておくこと。 

6. 試合中止による成績の決定 

(1) 中止時点で順位が決まっている範囲とする。 

(2) 試合中止による代替方法（くじで順位を決める等）は行なわない。 

(3) 優勝チームが決まっていない場合、次回大会の優勝旗返還は行なわない。 

制定 ２００９年３月８日
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３-(1)．全国ろうあ者体育大会 競技実施要項規定 

１．実施競技種目
実施競技種目は次の通りとする。 

各競技の出場資格で言う「ブロック」とは、一般財団法人全日本ろうあ連盟の地域組織（加盟団体）を 

全国９地区（北海道、東北、北信越、関東、東海、近畿、中国、四国、九州）に区分した地域を言う。 

期日 
競 技 種 目 

備 考 
競 技 男子の部 女子の部 

9

21

9

22

第65回 

野球競技 

全国９ブロックから選ばれた11チーム以内、大会開催地１チーム以内、合計

12チーム以内によるトーナメント戦 

第53回 

卓球競技 

団体戦 団体戦 
・シングルス戦は一般

とシニアのいずれか

に出場する。 

・ダブルス戦出場者は

団体戦に出場できな

い。 

一般 シングルス戦 一般 シングルス戦 

シニア シングルス戦 シニア シングルス戦 

ダブルス戦 ダブルス戦 

混合ダブルス戦 

第51回 

バレーボール競技 
６人制 ６人制  

第49回 

陸上競技大会 

100ｍ 100ｍ 

・1人２種目まで出場可 

但しリレーを除く 

・男女とも１部・２部

の種目は共通 

・1部は39歳以下 

・2部は40歳以上 

（但し、1部へ出場可）

・日本陸連登録選手に

ついては、記録は公

認される。 

200ｍ 200ｍ 

400ｍ 400ｍ 

800ｍ  

1,500ｍ 1,500ｍ 

5,000ｍ 5,000ｍ 

10,000ｍ  

４×100ｍＲ ４×100ｍＲ 

４×400ｍＲ  

110ｍＨ  

走幅跳 走幅跳 

走高跳 走高跳 

跳段三

棒高跳 棒高跳 

砲丸投 砲丸投 

やり投 やり投 

投盤円

ハンマー投

第39回 

サッカー競技 

全国９ブロックから選ばれた７チーム以内、大会開催地１チーム以内、合計８

チーム以内によるトーナメント戦 

第38回 

テニス競技 

Ａクラスシングルス戦 Ａクラスシングルス戦 ・ＡクラスかＢクラス

のいずれかに出場

する。 

Ａクラスダブルス戦 Ａクラスダブルス戦 

Ｂクラスシングルス戦 Ｂクラスシングルス戦 

Ｂクラスダブルス戦 Ｂクラスダブルス戦 

第32回 

ボウリング競技 

団体戦 団体戦 

個人戦 個人戦 

ハンマー投 
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第27回 

ソフトボール競技 

全国９ブロックから選ばれた13チーム以内、大会開催地１チーム以内、合計

14チーム以内によるトーナメント戦 

第27回 

バドミントン競技 

１部シングルス戦 １部シングルス戦 

・種目は１種目から全

種目まで参加できる。 

１部ダブルス戦 １部ダブルス戦 

２部シングルス戦 ２部シングルス戦 

２部ダブルス戦 ２部ダブルス戦 

混合ダブルス戦 １部・２部 

第20回 

バスケットボール 

競技 

５人制 ５人制 

 

フットサル競技 

(オープン競技) 
５人制 ５人制  

 

２．表   彰 

(1) 夏季体育大会の表彰は次のとおりとする。 

ただし、各競技各種目において、参加者（参加チーム）が少ない場合は、下記のとおりとする。 

①同一区分の参加人数が３人まで（団体戦、陸上競技リレーは参加３チームまで）優勝のみ  

②同一区分の参加人数が６人まで（団体戦、陸上競技リレーは６チームまで）優勝、準優勝のみ 

③同一区分の参加人数が７人以上（団体戦、陸上競技リレーは７チーム以上）優勝、準優勝、３位 

(2) ※印の前年度団体戦優勝チーム（軟式野球、ソフトボールは準優勝チームにも）に対して、男女別に

記念レプリカを授与する。 

軟式野球競技 

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回りの優勝旗・杯、全員に金メダル 
賞状、持回りの準優勝杯、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最高殊勲選手賞、最優秀投手賞、最優秀打者及び敢闘賞に楯
又はトロフィー 

卓球競技 

団体戦 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回りの優勝旗、選手全員に金メダル 
男女別に賞状、選手全員に銀メダル 
男女別に賞状、選手全員に銅メダル 

シングルス戦 
（一般・シニア別） 

(男女別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別(一般・シニア別)に賞状、金メダル 
男女別(一般・シニア別)に賞状、銀メダル 
男女別(一般・シニア別)に 賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(男女別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別に賞状（２人）、金メダル（２人） 
男女別に賞状（２人）、銀メダル（２人） 
男女別に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

混合ダブルス戦 
優勝組 
準優勝組 
第３位組 

賞状（２人）、金メダル（２人） 
賞状（２人）、銀メダル（２人） 
賞状（２人）、銅メダル（２人） 

バレーボール 
競技 

※優勝チーム（男女別） 
準優勝チーム（男女別） 
第３位チーム（男女別） 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

陸上競技大会

各種目 
(男女別) 
(１部・２部別) 

第１位 
第２位 
第３位 

男女別(１部・２部別)に賞状、金メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銀メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銅メダル 

リレー 
(男女別) 

第１位 
第２位 
第３位 

男女別に賞状、金メダル（４人） 
男女別に賞状、銀メダル（４人） 
男女別に賞状、銅メダル（４人） 

男女別団体対抗 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗 
男女別に賞状 
男女別に賞状 

(1)新記録等優秀な記録を出した選手に男女別の最優秀選手賞としてトロフィー又は楯を授与する。 

(2)参加者全員に記録証を発行する。但し、リレーは１チームに１枚とする。 

・ＭＩＸ部門（男女混
合）は女子２人以上。
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サッカー競技  

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
賞状、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最優秀選手賞（１人）、優秀選手賞（ベスト４チームから各
1名）に楯またはトロフィー 

テニス競技  

シングルス戦 
(Ａ・Ｂクラス別) 

(男女別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、金メダル 
男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、銀メダル 
男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(Ａ・Ｂクラス別) 

(男女別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、金メダル（２人） 
男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、銀メダル（２人） 
男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

ボウリング競技  

団体戦（男女別） 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

個人戦（男女別） 

優勝 
準優勝 
第３位 
４位～６位 

男女別に賞状、金メダル 
男女別に賞状、銀メダル 
男女別に賞状、銅メダル 
男女別に賞状 

個人戦最高得点者 男女別にＨＧ賞、ＨＳ賞に楯またはトロフィー 

バドミントン 
競技 

シングルス戦 
(男女別) 
(１部・２部別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別(１部・２部別)に賞状、金メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銀メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(男女別) 
(１部・２部別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、金メダル（２人） 
男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、銀メダル（２人） 
男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

混合ダブルス戦 
（１部・２部別） 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

賞状（２人）、金メダル（２人）（１部・２部別） 
賞状（２人）、銀メダル（２人）（１部・２部別） 
賞状（２人）、銅メダル（２人）（１部・２部別） 

ソフトボール 
競技 

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回り優勝旗・杯、全員に金メダル 
賞状、持回りの準優勝杯、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最高殊勲選手賞、最優秀選手賞、最優秀打者および敢闘賞に
楯またはトロフィー 

バスケットボール

競技 

団体戦 
(男女別) 

※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

フットサル競技  

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、全員に金メダル 
賞状、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最優秀選手賞（１人）、優秀選手賞（ベスト４チームから各
1名）に楯またはトロフィー 

※メダルの標準サイズは直径 50mm以上とする。

３．大会参加資格について

(1)役員は、連盟の会員であって、定められた大会参加料を納入した者。また、連盟会員でない

聞こえる人の監督・コーチ等で、大会参加料を納入した者。 

(2)選手は、連盟の会員であって、定められた大会参加料を納入した16歳以上のろう者。 

(3)連盟会員でないろう者の高校生で、定められた大会参加料を納入した者。加盟団体は参加

申込用紙に、その選手の学校名、在学年度を明記しなければならない。 

４．大会参加料について

(1) 選手・役員等の参加に要する費用は、所属団体又は各自において負担する。 

(2) 卓球・テニス・バドミントン競技で、ダブルス戦のみ出場する場合でも、基本参加料は負担

しなければならない。 
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(3) 監督・コーチ・マネージャー・スコアラー等競技役員は、選手と同額の基本参加料を納入す

るものとする。 

(4) 連盟加盟団体役員(体育部長含む)は、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会委員（当

委員会技術委員も含む）とし、基本参加料を納めなければならない。 

(5) 一旦納入した参加料は、大会参加申込締切日以降、理由の如何にかかわらず返金しないもの

とする。参加キャンセルによる返金は認めない。また、参加キャンセルによる代理選手は新

たに参加料を納入しなければならない。 

【基本参加料】選手・競技役員の参加料

料加参位単目種

野球  卓球  バレーボール  サッカー 

バドミントン ソフトボール  バスケットボール 

フットサル 

１人 ５，０００円 

円００５，５人１スニテ

円０００，８人１上陸グンリウボ

【ダブルス参加料】

種   目 単 位 参加料 

卓球  バドミントン 
ダブルス１組 

（１人あたり） 

２，０００円 

（１，０００円）

テニス 
ダブルス１組 

（１人あたり） 

２，５００円 

（１，２５０円）

※ダブルス種目参加料については、「【参考】ダブルス種目のある競技の参加料早見表」をご参照ください。 

【団体参加料】チーム単位の参加料

料加参位単目種

野球  サッカー ソフトボール フットサル １チーム ６，０００円 

円０００，３ムーチ１上陸球卓

円０００，４ムーチ１ルーボトッケスバルーボーレバ

ボウリング 
男子１チーム １６，０００円 

女子１チーム １３，０００円 

【加盟団体代表役員参加料】

料加参位単

連盟加盟団体役員、一般財団法人全日本ろうあ連盟ス

ポーツ委員会委員（当委員会技術委員も含む） 
１人 ５，０００円 

【高校生の参加料】

別紙（Ｐ23） 高校生参加料一覧表を参照してください。 

（専攻科の方は対象外となります。） 
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〔説 明〕 

① 第１種目参加料はシングルスやダブルスに関わらず基本参加料とする。 

基本参加料は、卓球5,000円、テニス5,500円、バドミントン5,000円。 

② 第２種目からダブルス戦に出場する場合、追加料金として１組2,000円(テニスは2,500円)で、１人1,000

円（テニスは1,250円）となる。 

③ 各競技で希望種目数により、下記の通りの組合せで、一人あたりの参加料を算出する。 

１．卓球競技

〔参加条件〕① 団体戦出場選手はシングルス戦に参加できるが、ダブルス戦には参加できない。 

② 団体戦出場選手も基本参加料を納める。 

③ ダブルス戦（男・女）と混合ダブルス戦は、どちらにも参加できる。 

④ シングルス戦は、全選手が出場できる。 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 

 A選手 5,000   5,000 

１種目希望 B選手  5,000  5,000 

 C選手   5,000 5,000 

 A選手 5,000 1,000  6,000 

２種目希望 B選手  5,000 1,000 6,000 

 C選手 5,000  1,000 6,000 

３種目希望 A選手 5,000 1,000 1,000 7,000 

２．テニス競技

〔参加条件〕① 選手はＡクラスとＢクラスのどちらかに出場できるが、両クラス同時出場はできない。 

② Ａクラス、Ｂクラスも、シングルス・ダブルスの単数、複数出場はできる。 

③ 第１日目シングルス、第２日目ダブルスを行う。 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 

１種目希望 
A選手 5,500   5,500 

B選手  5,500  5,500 

２種目希望 A選手 5,500 1,250  6,750 

３．バドミントン競技

〔参加条件〕① １種目から全種目まで参加できる。

② １部の選手は２部のダブルスに出場することはできない。 

（例：１部の選手と２部の選手がペアを組む場合、１部ダブルスに出場しなければ 

ならない。） 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 

 A選手 5,000   5,000 

１種目希望 B選手  5,000  5,000 

 C選手   5,000 5,000 

 A選手 5,000 1,000  6,000 

２種目希望 B選手  5,000 1,000 6,000 

 C選手 5,000  1,000 6,000 

３種目希望 A選手 5,000 1,000 1,000 7,000 

〔参考〕ダブルス種目のある競技の参加料早見表
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５．記録発表

競技記録は、大会本部から発表する。 

６．注意事項

(1) 大会参加申込締切日以降の出場選手の変更について 

事故等による選手、監督、コーチ等の変更は、別紙ウ（様式Ⅰ）「登録選手変更届」・エ（様式Ⅱ）

「監督・コーチ変更届」を9月20日(金)11:00開始の監督主将会議に提出すること。期限を過ぎての

提出、また選手の追加は認めない。 

① 登録選手の変更   →ウ（様式Ⅰ）「登録選手変更届」により届ける。 

② 監督・コーチの変更 →エ（様式Ⅱ）「監督・コーチ変更届」により届ける。 

③ ボウリング競技の登録選手及び投球順の変更 

→オ（様式Ⅲ）「メンバー及び投球順変更届」により届ける。 

(2) ダブルスのペア編成について（卓球競技、テニス競技、バドミントン競技） 

① ダブルスのペアが組めないということは、例えば、１加盟団体で選手一人しかいなく、ダブルス 

の必要条件を満たせない場合をいう。 

② 他の加盟団体の者とダブルスペアを組む場合、本人は別紙カ（様式Ⅳ）「ダブルス組合せ同意 

書」に他の加盟団体の選手氏名を記入し6月14日(金)までに所属協会へ提出すること。提出があ 

った加盟団体(所属協会)は、他の加盟団体の同意を得て6月30日(日)までに各実行委員会に提出 

すること。ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 

(3) チーム編成について（バレーボール競技、バスケットボール競技） 

① 男女とも、都道府県ブロックにおいて、チーム編成が困難、もしくは特別な事情により他ブロッ 

クでのチームでプレイを希望する場合は、自ブロックとチーム先ブロックの体育部長双方に確 

認・許可を得ること。 

② 本人は、別紙ク（様式Ⅵ）「選手参加証明書」に他ブロックのチーム名など必要項目に記入を 

し、6月14日（金）までに所属協会へ提出すること。提出があった加盟団体（所属協会と自ブロ 

ック）は他の加盟団体及びブロックの同意を得て6月30日（日）までに各実行委員会へ提出する 

こと。ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 

③ 実行委員会はク（様式Ⅵ）「選手参加証明書」を受け取った後、速やかに連盟に報告を行う。 

（4）監督主将会議 

① 各競技の監督主将会議を次のとおり開催する。 

１）日 時：2019年9月20日（金）11：00～13：00 

２）場 所：米子コンベンションセンター・米子市文化ホール（鳥取県米子市） 

② 本会議への出席資格は、各競技の監督および主将又はその代理人とし、男女各チームでそれぞ 

れ２名以内とする。 

抽選会のある競技において監督および主将が共に欠席、あるいは遅刻した場合、原則として出場

を取り消したものとみなす。やむを得ず代理人が出席する場合は、別紙キ（様式Ⅴ）「委任状」

を9月20日(金)11:00に、監督主将会議へ代理人が提出すること。 

(5) ゼッケン 

※競技別実施要項を参照。 
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(6) 競技会場への入場 

① 競技会場への入場は、係役員の指示に従うこと。 

② 競技会場へ入場できる者は、競技役員、補助員等競技運営に関わる者、選手、監督、コーチ、 

指定された実行委員及び手話通訳等、実行委員会から許可を受けた者に限る。 

（7）開会式について 

① 今回の大会では米子市文化ホール（鳥取県米子市）にて行いますので、多くの役員・監督・主将・

選手のご参加をお願いいたします。ホールでの開催になりますので、上履きは不要です。 

体育部長は協会旗を持参し、9月20日（金）11:00開始の監督主将会議の受付の際に必ず 

提出してください。 

② 監督、主将、選手は各競技において統一された服装を着用すること。 

（8）盲ろう者への情報保障について 

盲ろう者への通訳介助は開始式・競技会場内に限り実行委員会が用意します。大会に参加をする方で 

通訳介助を希望される場合は実行委員会までご連絡ください。なお会場までの通訳介助者は各自で手 

配ください。(通訳介助者の大会参加費は無料です) 

７．競技についての諸注意

① 全競技において、不時の負傷又は病気については、応急手当以外は主催者で行わない。 

② 競技中の負傷や病気を未然に防ぐために、選手は日頃の健康管理に努め、また、競技前に準備運動を丹

念に行うこと。 

③ 選手は必ず健康保険証を持参し、各自傷害保険に加入すること。 

④ 荒天時における競技実施態勢については、主催者において決定する。 

⑤ 競技進行中に起きた競技者の行為又は順位の決定に関して異議ある場合は、その競技者又は代理人から

文書又は口頭で、直ちに申し出ることができる。これについては、審判長が判定し、その決定は最終的

なものである。 

⑥ 各競技規則で競技服装について定められている場合は、その服装で競技すること。 

⑦ 各競技会場となる施設の利用にあたっては、上履き・下足の区別等、使用ルールに従うこと。 

⑧ 貴重品や身の回りの物は、自己の責任で保管するか、あるいは加盟団体で管理すること。 
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全国ろうあ者体育大会高校生参加料一覧表 
制定 2012年３月 11日 

【基本参加料】 

種  目   一 般 高 校 生 備  考 

軟式野球 1 人 5,000 円 3,000 円   

卓球 1 人 5,000 円 3,000 円 

バレーボール 1 人 5,000 円 3,000 円   

陸上 1 人 2 種目まで 8,000 円 6,000 円   

サッカー 1 人 5,000 円 3,000 円   

テニス 1 人 5,500 円 3,500 円 

ボウリング 1 人 8,000 円 6,000 円   

ソフトボール 1 人 5,000 円 3,000 円   

バドミントン 1 人 5,000 円 3,000 円 

バスケットボール 1 人 5,000 円 3,000 円   

フットサル 1 人 5,000 円 3,000 円  

【ダブルス参加料】 

卓球 ダブルス 1 組 2,000 円 減免対象外 

テニス ダブルス 1 組 2,500 円 減免対象外 

バドミントン ダブルス 1 組 2,000 円 減免対象外 

注①ダブルス戦１種目のみの出場者は、基本参加料だけ納入する。 

注②第２・第３希望種目として、ダブルス戦に出場する者は、上記ダブルス参加料を加えて納入する。 

【団体参加料】 

考備料加参目種

野球 1 チーム 6,000 円 減免対象外 

卓球 1 チーム 3,000 円 減免対象外 

バレーボール 1 チーム 4,000 円 減免対象外 

陸上 1 チーム 3,000 円 減免対象外 

サッカー 1 チーム 6,000 円 減免対象外 

）しな戦体団（スニテ

ボウリング 
男子 1 チーム 16,000 円 減免対象外 

女子 1 チーム 13,000 円 減免対象外 

）しな戦体団（ントンミドバ

ソフトボール 1 チーム 6,000 円 減免対象外 

バスケットボール 1 チーム 4,000 円 減免対象外 

フットサル 1 チーム 6,000 円 減免対象外 
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３－(２)．各種届出様式 
 

ウ（様式Ⅰ） 登録選手変更届 

エ（様式Ⅱ） 監督・コーチ変更届 

オ（様式Ⅲ） メンバー及び投球順変更届 

カ（様式Ⅳ） ダブルス組合せ同意書 

キ（様式Ⅴ） 委任状 

ク（様式Ⅵ） 選手参加証明書 

 

 

 

※各申込書、様式提出先および提出期限一覧表 
 

 

記

号 

提出元→先 

各書類 

参加者→ 

加盟団体 

 

加盟団体→ 

東武トップ

ツアーズ 

松江支店 

 

加盟団体→ 

各県 

実行委員会

事務局 

参加者→ 

オリックス 

レンタカー 

参加者→ 

ヤマト運輸 

監督主将→

監督主将 

会議 

ア 大会参加申込書（個人用） 

6/14（金） 
6/30（日） 

    

イ 参加誓約書     

ケ 参加料総集計表※     

コ 参加申込総括名簿※     

サ 各競技参加申込書※     

シ 卓球専用シート※  6/30（日）    

 集荷申込書（ボウリング競技専用）     9/19（木）  

 レンタカー申込書    期限なし   

ス 託児利用申込書（希望者） 6/14（金） 6/30（日）     

ウ （様式Ⅰ）登録選手変更届      
9/20（金） 

11:00 
エ （様式Ⅱ）監督・コーチ変更届      

オ （様式Ⅲ）メンバー及び投球順変更届      

カ （様式Ⅳ）ダブルス組合せ同意書 6/14（金）  6/30（日）    

キ （様式Ⅴ）委任状 
     9/20（金）

11:00 

ク （様式Ⅵ）選手参加証明書 6/14（金）  6/30（日）    

※第 53回全国ろうあ者体育大会ＨＰ（大会サイト）からダウンロードしてご記入・ご提出くださ 

い⇒http://torideaf.jp/publics/index/92/ 
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ウ（様式Ⅰ）団体競技＋ダブルス戦の変更のみ。変更後に登録する者は大会参加料が必要。 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

  第 53 回全国ろうあ者体育大会          競技の登録選手を下記のとおり変更しますので、

ここに届出いたします。 

【登録抹消】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

背・ゼッケン番号                  

守備位置  

【新規登録】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

背・ゼッケン番号                  

守備位置  

以 上 

【提出先】

９月 20 日(金)11：00 開始の監督主将会議に提出すること。 

大会参加料は監督主将会議の場で現金にて実行委員会へ支払うこと。

         団 体 名               

体育部長名

（監督・主将）                     印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

登録選手変更届
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エ（様式Ⅱ）変更後に登録する者は大会参加料が必要。 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

【登録抹消】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

背・ゼッケン番号            

【新規登録】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

背・ゼッケン番号            

※ 背・ゼッケン番号を要する場合、記入すること。 

※ 監督が選手兼任の場合、選手変更届も一緒に提出すること。 

以 上 

【提出先】 

９月 20 日(金)11：00 開始の監督主将会議に提出すること。 

大会参加料は監督主将会議の場で現金にて実行委員会へ支払うこと。

           団 体 名                     

体育部長名                 印 

（監督・主将）                 印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

監督・コーチ 変更届

  第53回全国ろうあ者体育大会          競技の監督・コーチを下記のとおり変更しますので、

ここに届出いたします。 

監 督 ・  コ ー チ （※どちらかを〇で囲むこと。） 
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オ（様式Ⅲ） 

年  月  日 

氏  名①          （男・女）     氏  名①           （男・女） 

②          （男・女）         ②           （男・女） 

      ③          （男・女）          ③           （男・女） 

      ④          （男・女）          ④           （男・女） 

以 上 

【提出先】 

９月 20 日(金)11：00 開始の監督主将会議に実行委員会へ監督又は主将が

提出すること。 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

                                   団 体 名                     

体育部長名                 印 

（監督・主将）                印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

メンバー及び投球順変更届

第 53 回全国ろうあ者体育大会ボウリング競技のメンバー及び投球順を下記のとおり変更しますの

で、ここに届出いたします。 

【変更前】 【変更後】
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カ（様式Ⅳ）県外の人と組む場合に提出する。「２人とも」提出が必要。 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

  私は、第 53 回全国ろうあ者体育大会           競技のダブルス戦に、下記選手と組み合わ

せることを届出いたします。 

１．出場するダブルス種目 （どれかを〇で囲むこと） 

   ①（   ）男子ダブルス戦  

②（   ）女子ダブルス戦  

③（   ）混合ダブルス戦  

 ２．組み合う選手氏名 

   ① 氏 名                      （ 男 ・ 女 ）  

   ② 所属協会

 ※参加申込み手続きも、参加料支払いも、申請した協会を通して行います。 

【提出先】 

６月 30 日（日）までに各実行委員会へ届出厳守とする。 

①バドミントン競技    →鳥取県実行委員会へ

②卓球競技、テニス競技→島根県実行委員会へ

ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 

       団 体 名                       

                             事務局長名                    印

体育部長名                    印 

氏   名                      印 

                                （監督・主将）                    印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

ダブルス組合せ同意書
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キ（様式Ⅴ）委任状 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

 私は、第 53 回全国ろうあ者体育大会          競技の監督主将会議に出席できませんので、つ

ぎの者を代理人に指名し、権限を委任いたします。 

代理人氏名                      

以  上 

※監督主将会議欠席による不利益については、大会主催者側は責任を負わない。

【提出先】 

９月 20 日(金)11：00 に監督主将会議へ代理人が提出すること。 

           団 体 名                      

（監督・主将）                 印 

（※どちらかを〇で囲むこと）

委 任 状
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ク（様式Ⅵ）バレーボール競技・バスケットボール競技のチーム編成の際に使用 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

（自ブロック）                   （チーム先ブロック） 

団 体 名                    団 体 名                 

事務局長名              印   事務局長名              印 

体育部長名              印   体育部長名              印 

（監督・主将）            印    （監督・主将）            印 

  私は、第53回全国ろうあ者体育大会            競技において下記理由により、自ブロック

ではなく他ブロックでのチームでプレイをするため、自ブロックとチーム先ブロックの体育部長双方に確認・

許可を得ることができました。つきましては、証明書を届出いたします。 

１．氏名： 印

２．所属協会名

３．プレイする他ブロックのチーム名：（例：●●県女子Ａチーム）

４．他ブロックのチームに加入する理由：

※参加申込み手続きも、参加料支払いも、申請した協会を通して行います。

【提出先】 

６月 30 日（日）までに鳥取県実行委員会へ届出厳守とする。 

ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 

※実行委員会はこの用紙を受け取った後、、速やかに連盟に報告を行うこと。

（※監督・主将のどちらかを○で囲むこと）（※監督・主将のどちらかを○で囲むこと） 

選手参加証明書
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４．参加申込方法のご案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）　宿泊プランのご案内

（２）　競技会場・会議会場・ホテル・旅館のご案内

（３）　弁当のご案内

（４）　レンタカーのご案内

（５）　参加申込方法と申込先について

　　　　　大会参加申込書（個人用）鳥取版
　　　　　大会参加申込書（個人用）島根版
　　　　　大会参加申込書（フットサル競技　個人用）島根版

　　　　　参加誓約書

（６）　宅配便の申込について（ボウリング競技のみ）

（７）　託児申込方法と申込書について

※各申込書の提出先・提出期限はＰ44～Ｐ45をご覧ください。

ア

イ
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４-(１)．宿泊プランのご案内 
 

●宿泊設定日：2019年9月19日（木）・20日（金）・21日（土）の3泊
●旅行代金：1泊朝食付または施設により2食付（税金・サービス料込）お一人様1泊あたりの金額となります。

※ルートインの各ホテルの朝食は「ホテルの無料サービスです」

※食事が不要の場合でもご返金はできません。

※個人的な費用（電話代やクリーニング代等）およびこれに伴うサービス料金と諸税は各自でご精算願います。

※各施設欄外に特に記載が無い施設の朝食時間は６：３０からとなります。

●添乗員：この旅行では、添乗員が同行しませんのでお客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。
お客様に旅行サービスの提供を受けるための必要な確認書類をお渡しいたしますので、
お手続きはお客様ご自身で行なっていただきます。

●最少催行人員：1名様

●取消料：
お客様のご都合により予約を取り消す場合、お早めにご連絡をお願いいたします。
宿泊について契約成立以降に解除される場合は、1泊ごとに下記の取消料を申し受けます。
取消日は宿泊前日からの起算となります。

20日前～8日前 7日前～2日前 前日 当日 旅行開始後・無連絡

20% 30% 40% 50% 100%

※取消の基準日は、当社営業日・営業時間内（月～金/9:00～18:00）のファックス/メール通信を有効とします。
21日（土）の支店休業日につきましては、下記東武トップツアーズ大会専用メールアドレスへご連絡をお願いいたします。
・東武トップツアーズ大会専用アドレス　E-mail:deafsports2019@tobutoptours.co.jp
※当日12時（正午）までにお申し出が無い場合、以降は100％の取消料を申し受けます。
※取消後のご返金は、大会終了後に取消料を精算の上、返金いたします。

)円：位単(】技競ルーボーレバ・技競ーカッサ・式会開・議会将主督監【区地子米

シングル ツイン 和室他

001,01008,111C

007,8003,92C

008,73C

005,7005,74C

000,75C

002,66C

001,67C

※C3・C6・C7の朝食時間は7:00からとなります。

)円：位単(】技競ントンミドバ・技競ルーボトッケスバ【区地取鳥

シングル ツイン 和室他

005,8005,91A

008,8004,92A

000,93A

002,74A

008,65A

007,21007,216A

003,6003,67A

※A7の朝食時間は7:00からとなります。

和室3名1室利用・2食付は3,000円アップ

和室3名1室利用・2食付は3,900円アップ

取消日

ANAクラウンプラザホテル米子

米子ユニバーサルホテル

ホテルハーベストイン米子

申込番号 備考施設名

9月21日泊はシングル2,100円・ツイン1,100円アップ

米子ワシントンホテルプラザ

ホテルアルファーワン米子

旅館浦島

うなばら荘

室種・代金（朝食付）

宿泊プラン取消料（1泊につき）

ホテルレーク大樹 和室4名1室利用・2食付は2,500円アップ

申込番号 施設名
室種・代金（朝食付、一部は2食付）

備考

ホテルニューオータニ鳥取

ホテルモナーク鳥取

鳥取ワシントンホテルプラザ

宿泊プランは東武トップツアーズ㈱松江支店の募集型企画旅行です

ホテルアルファーワン鳥取

ホテルレッシュ鳥取駅前

対翠閣※ ※左記料金は1泊2食付料金です。和室は3名～5名定員利用

32



倉吉地区【ソフトボール競技】 (単位：円)

シングル ツイン 和室他

001,81B

000,8000,82B

003,63B

000,114B

005,015B

000,216B

※B3は7:30から、B4は6:50から、B5は7:00から、B6は6:45からそれぞれ朝食開始となります

)円：位単(】技競スニテ・技競球卓【区地江松

シングル ツイン 和室他

005,51005,511D

000,012D

007,8002,93D

005,84D

007,75D

001,76D

000,77D

008,68D

004,6005,69D

003,701D

※D1の朝食時間は7:00からとなります。

)円：位単(】技競ルサトッフ・技競グンリウボ・技競上陸・技競球野【区地雲出

シングル ツイン 和室他

006,7004,91E

008,82E

005,83E

000,6000,7006,74E

005,75E

003,6000,76E

000,6003,67E

005,5005,5000,68E

000,6000,6000,69E

008,801E

000,711E
※E1・E6・E7の朝食時間は7:00からとなります。

湖畔の温泉宿くにびき 和室は5名1室利用/1泊2食付1,000円アップ

ひらたメイプルホテル 和室は3名1室利用/1泊2食付シングル2000円ツイン・和室1,700円アップ

ホテルサンヌーベ 和室は4名1室利用/1泊2食付はいずれも1,800円アップ

日の出館 和室は4名1室利用/1泊2食付2,200円アップ

ホテルアルファーワン出雲

ホテル武志山荘

ホテルながた 和室は3名1室利用/1泊2食付シングル1,300円和室1,000円アップ

出雲ロイヤルホテル

ツインリーブスホテル出雲

ニューウェルシティー出雲 和室は4名1室利用/1泊2食付はいずれも9,000円

申込番号 施設名
室種・代金（朝食付）

備考

グリーンリッチホテル出雲

松江プラザホテル 1泊2食付1,500円アップ

ホテルルートイン松江

旅館松江館 3名1室利用

ホテルアルファーワン松江

松江ニューアーバンホテル本館 1泊2食付1,100円アップ

松江アーバンホテル 1泊2食付2,800円アップ

グリーンリッチホテル松江駅前

松江ニューアーバンホテル別館 1泊2食付シングル600円ツイン500円アップ

松江駅前ユニバーサルホテル

申込番号 施設名
室種・代金（朝食付）

備考

松江エクセルホテル東急

三朝ロイヤルホテル※ ※左記料金は1泊2食付代金です。3名定員利用。9月21日泊は4300円アップ

はわい温泉羽衣※ ※左記料金は1泊2食付料金です。和室4名定員利用

倉吉シティホテル

倉吉アーバンホテル

三朝館 和室4名1室利用/9月21日泊は5,400円アップ

申込番号 施設名
室種・代金（朝食付、一部は2食付）

備考

ホテルセントパレス倉吉
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競技会場・会議会場・ホテル・旅館（3） 松江市

松江市総合体育館
松江総合運動公園

松江エクセルホテル東急
グリーンリッチホテル松江駅前
松江ニューアーバンホテル別館
松江駅前ユニバーサルホテル
ホテルアルファーワン松江
松江ニューアーバン本館
松江アーバンホテル
松江プラザホテル
ホテルルートイン松江
旅館松江館

松江駅徒歩 4分
松江駅徒歩 4分
松江駅車 10分
松江駅徒歩 2分
松江駅徒歩 5分
松江駅車 10分
松江駅徒歩 3分
松江駅徒歩 2分
松江駅車 5分
松江駅徒歩 5分

松江市学園南 1-21-1
松江市上乃木 10-4-1

卓球
テニス

10
11

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

競　技　・　会　議番号

番号 地　区 ホ テ ル 名 ア ク セ ス

競　技　会　場　名 住　　所

松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内
松江市内

宍道湖

大橋川

松江市役所

県民会館

松江城

朝酌川

10

11

松江市総合体育館

松江総合運動公園

松江玉造

津田

松江駅

松江しんじ湖温泉

24

37

260

21

247

432

431

9

■D3 ■D9D6■

山陰自動車道

山陰道（無料区間）

松江市内

松江駅周辺

大橋川

D1■■D7
■D5

D10■ ■D2

■D8

■D4松江駅
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４-(３)．弁当のご案内 
※お弁当は旅行契約に該当いたしません 

●お弁当の料金　　下記の通り9月21日（土）・22日（日）の昼食弁当をご用意いたします。

１食　１，０００円（税込・パック茶付）※写真は一例です

●ボウリング競技のみ、9月21日（土）夕食弁当をご用意いたします。

１食　６００円（おにぎり弁当・税込・パック茶付）

※各競技場周辺には食事ができるところがない場合がありますので、ご希望の方は事前にお申し込みください。
　 なお、申し込み期限を過ぎての申し込みはできませんので、予めご了承ください。

《変更・取消について》
お客様のご都合により予約を取り消す場合は、お早目のご連絡をお願いいたします。
なお、変更・取消の時期によっては取消料が必要となりますので予めご了承ください。

～３日前 ２日前 前日 当日

《個人情報の取扱について》
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において
運送、宿泊機関、手配代行者等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※当社の個人情報の取扱いにつきましては、弊社ホームページをご確認ください。

設定日 競技 受け取り場所

9月21日（土） 各競技 各競技場

9月22日（日） 各競技 各競技場

設定日 競技 受け取り場所

9月21日（土） ボウリング ボウリング会場内

取消料

無料 30% 100% 100%弁当(１食につき)
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４-(４)．レンタカーのご案内 
※レンタカーは手配旅行契約となります。 

◆下記の通り、大会用のレンタカープランをご用意いたします。
※お申し込みはＰ42～Ｐ43ページの専用FAX用紙をお使いください。
　 お支払は当日レンタカー引受時にお支払ください。
　 予約センターからの返信をもって予約成立とさせていただきます。

■レンタカー基本代金表（1台あたり/円）

KSS S/SA EA EC WA

12時間 4,500 5,000 5,700 7,500 10,600

24時間 4,800 5,500 6,000 7,900 11,200

追加1日 4,500 5,000 5,700 7,500 10,600

追加1時間 900 900 1,100 1,400 1,900

4名 5名 5名 5名 ８名

ﾑｰｳﾞ
ﾜｺﾞﾝR

他

ﾃﾞﾐｵ
ﾌｨｯﾄ
ﾏｰﾁ
他

ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞ
ﾘｯﾄﾞ
ｱｸｱ

ﾌﾟﾘｳｽ
ﾌﾟﾘｳｽα

他

ｾﾚﾅ
ｳﾞｫｸｼｰ

他

※本料金のすべての金額表示には消費税は含まれておりません。

特典
①カーナビ・ETC車載機全車無料標準装備
②禁煙車指定可（要予約）

レンタカーに含まれる補償制度

対　　人 1名限度額

対　　物 1事故限度額

車　　両 1事故限度額

1名につき

※ご希望のお車をご用意できない場合もございます。
　 詳細は店舗までお問い合わせください。

人身障害

　　　　2ｔ以上のﾄﾗｯｸ・ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ7万円、その他の車両5万円）

3,000万円まで※

※搭乗者の自動車事故によるケガ（後遺障害を含みます）及び死亡につき、

運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。

（限度額3,000万円：損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施）

時価（免責額：ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾝ・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ・架装車10万円、

定員

利用
日数

無制限

無制限（免責額5万円）

代表車種
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【お申込先】

FAX： ０８５７－２２－３９０９
TEL： ０８５７－２２－３９００
※必要事項に記入・マルを付けて上記申込先にFAXください。

(フリガナ)

代表者名

数台種車

オプション

利用期間
2019年9月　　　　　日　　　　　時　　　　　分から

2019年9月　　　　　日　　　　　時　　　　　分まで

第53回全国ろうあ者体育大会レンタカー申込書【鳥取県内用】

予約フォーム

人数 　　　　　　　　　名

申込日：2019年　　　　月　　　　日

FAX

連絡先

メールアドレス

※喫煙車は希望受けになり、禁煙車となる可能性があります。

タバコ

その他

オリックスレンタカー　鳥取店

※何かご希望・ご質問がありましたら、ご記入ください。

また、店舗により別途ワンウェイ料金が発生する場合がございます。
鳥取店は駅・空港へ末広店は空港へ出迎え可能です。お問い合わせください

返却場所
（いずれかに○印）

　　　　　　　　　台KSS　・　S/SA　・　EA　・　EC　・　WA

カーナビ　・　ジュニアシート　・　チャイルドシート

禁煙　・　喫煙

貸出場所
（いずれかに○印） 鳥取店　・　米子駅前末広店

鳥取店　・　米子駅前末広店
※貸出店舗と返却店舗が異なる場合、対応できない場合もございます。
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【お申込先】

FAX： ０８５２－６０－５０８２
TEL： ０８５２－５０－５０３０
※必要事項に記入・マルを付けて上記申込先にFAXください。

(フリガナ)

代表者名

数台種車

オプション

その他

※何かご希望・ご質問がありましたら、ご記入ください。

KSS　・　S/SA　・　EA　・　EC　・　WA 　　　　　　　　　台

カーナビ　・　ジュニアシート　・　チャイルドシート

タバコ 禁煙　・　喫煙

※喫煙車は希望受けになり、禁煙車となる可能性があります。

貸出場所
（いずれかに○印） 松江駅東カウンター　・　出雲市駅前店　・　出雲空港店

返却場所
（いずれかに○印）

松江駅東カウンター　・　出雲市駅前店　・　出雲空港店
※貸出店舗と返却店舗が異なる場合、対応できない場合もございます。
また、店舗により別途ワンウェイ料金が発生する場合がございます。

申込日：2019年　　　　月　　　　日

利用期間
2019年　9月　　　　　日　　　　　時　　　　　分から

2019年　9月　　　　　日　　　　　時　　　　　分まで

第53回全国ろうあ者体育大会レンタカー申込書【島根県内用】

オリックスレンタカー　松江店

予約フォーム

人数 　　　　　　　　　名

連絡先

FAX

メールアドレス
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４-(５)．参加申込方法と申込先について 

１．一般参加選手（選手・応援）

大会参加はすべて予約制です。

本案内Ｐ46～Ｐ48ページの ア 大会参加申込書（個人用）、Ｐ49 イ 参加誓約書、 カ ダブルス組合せ同意書（様式Ⅳ/Ｐ28）、

 ク 選手参加証明書(様式Ⅵ/Ｐ30)に必要事項をご記入の上、各競技部長へ6月7日（金）までにお申し込みください。

※お申込後の変更、取消等は必ず各競技部長へお申し出願います。

※ ア 大会参加申込書（個人用）をコピーして配布する際には、 イ 参加誓約書もコピーして配布するようにご留意ください。

　 第53回全国ろうあ者体育大会ＨＰ（大会サイト）からもダウンロードできます。⇒http://torideaf.jp/publics/index/92/

２．各競技部長

各県・各競技ごと参加申込書を作成の上、 ア ・ イ ・ カ ・ ク と共に体育部長および所属協会に

6月14日（金）までにお申込ください。

３．各県体育部長および所属協会

別紙、 ケ 参加料総集計表および コ 参加申込総括名簿への集計、ご記入をお願いたします。

書類に応じて提出先が異なりますので、ご注意ください。6月30日（日）までに郵送にてご送付ください。

提出書類の内、 ケ 参加料総集計表、 コ 参加申込統括名簿、 サ 各競技参加申込書については、

必ずエクセルデータのままメールでも送付ください。⇒（E-mail:deafsports2019@tobutoptours.co.jp）

★併せて入力が可能な方は下記の東武トップツアーズ専用申込サイトにもご登録をお願いいたします。

【東武トップツアーズ専用申込サイト】

４．書類の送付先 ※それぞれの書類に応じて送付先が異なりますのでご注意ください

【提出書類】 カ ダブルス組合せ同意書（バドミントン競技）

ク 選手参加証明書（バレーボール競技・バスケットボール競技）

【提出書類】 カ ダブルス組合せ同意書（卓球競技・テニス競技）

シ 卓球専用シート

【旅行企画・実施】　　　　　　　観光庁長官登録旅行業第38号

〒690-0061

島根県松江市白潟本町13-4　三井生命松江ビル7階

TEL:０８５２－２１－５４２５　FAX:０８５２－２３－０４３３
E-mail：2019deafsports@tobutoptours.co.jp 【客国１９－０５４】

営業時間　平日：9:00～18:00　土・日曜・祝日　休業

一般社団法人日本旅行業協会正会員　　ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者：小坂　正宏

【提出書類】 ア 参加申込書（個人用） イ 参加誓約書 ケ 参加料総集計表

コ 参加申込総括名簿 サ 各競技参加申込書 ス 託児利用申込書（希望者）

〒690-0011島根県松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根2階島根県ろうあ連盟内
TEL:0852-32-5959　/　FAX:0852-32-5922  /  E-mail：shimane-rohren.2010@navy.plala.or.jp

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/deafsports2019/

第53回全国ろうあ者体育大会鳥取県実行委員会

〒683-0845　鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目19-48鳥取県聴覚障害者協会気付
TEL:0859-30-3720　/　FAX:0859-30-3131　/E-mail：53rd-deafsports@torideaf.jp

第53回全国ろうあ者体育大会島根県実行委員会

東武トップツアーズ株式会社　松江支店

とっとり

しまね
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◎代金について

代金は6月28日(金)までに下記口座にお振込みください。

振込先　指定銀行 ：みずほ銀行東武支店
口座番号 ：当座９７３４３２５
口座名 ：東武トップツアーズ株式会社

大会参加料・託児料は実行委員会の委託を受け、東武トップツアーズが代行収受いたします。旅行契約には該当しません。

※振込手数料はご負担願います。※会場受付での代金のお支払はお受けできません。（監督主将会議での支払を除く）

※お振込の際の振込人依頼名の前に都道府県を入力ください。

【申込みの流れ】

６月７日(金)まで ６月１４日(金)まで ６月３０日（日）まで

 カ  ダブルス組合せ同意書

　　（バドミントン競技）

６月３０日（日）まで

【提出書類】

ア 大会参加申込書(個人用)

イ  参加誓約書

ケ  参加料総集計表

簿名括総込申加参コ料加参会大料加参会大

書込申加参技競各サ書込申加参書込申加参

誓約書等 誓約書等 ス  託児利用申込書（希望者）

【代金納入】

６月２８日（金）まで

６月３０日（日）まで

 カ  ダブルス組合せ同意書

　　（卓球競技・テニス競技）

※お振込の際の振込受領書をもって領収書とさせていただきますので、ご了承ください。

 ク  選手参加証明書

鳥
取
県
実
行
委
員
会

　　（バレーボール競技・
　　　バスケットボール競技）

【提出書類】

所
属
協
会
各
都
道
府
県
体
育
部
長

所
属
協
会
各
競
技
部
長

一
般
会
員

【提出書類】

 シ  卓球専用シート

島
根
県
実
行
委
員
会

東
武
ト

プ
ツ
ア

ズ

松
江
支
店
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ア

第 53 回全国ろうあ者体育大会参加申込書（個人用）

※個人情報の提供について、同意の上、申し込みます。        申込日： 2019 年    月    日

所属協会
（高校生の場合は

学校名・学年も記載）

                       （高校名： / 学年）

ふりがな 性別 年齢 □ ろう者
□  聞こえる人
□ 盲ろう者

名前 男  女 歳

住所

〒     - 
ＴＥＬ / ＦＡＸ - - 

項 目
参加

（○を記入）
金 額

加盟団体代表
役員参加料

5,000 円（加盟団体役員、体育部長） 円

基本参加料
（選手・競技役員

参加料）
（個人種目は１種目）

バレーボール競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

円

ソフトボール競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

円

サッカー競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

円

バスケットボール競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

円

バドミントン競技（１部・２部）
5,000 円 【高校生 3,000 円】

１部 ２部
円

２種目目（ダブルス）
参加料

バドミントン競技 円

9 月 20 日（金） 監督主将会議
※出席者は〇をつけてください。

代表出席 一般出席

宿泊日

第 1 
希望 

申込番号

第２ 
希望 

申込番号

室種
シングル・
ツイン・
和室他
のいずれ
かを記入
してくださ
い

１泊２食付が
ある施設の
場合で、
２食付を希望
される方は〇
をつけてくだ
さい

駐車場を利用
される場合は
〇をつけてくだ
さい

金 額

9 月 19 日（木） 円

9 月 20 日（金） 円

9 月 21 日（土） 円

備考

日にち 受取会場  例）：米子市民体育館
希望される場合

は〇をつけてく

ださい

金 額

9 月 21 日（土） 円

9 月 22 日（日） 円

託児を利用される場合は〇をつけください。→
その横に人数も記入してください。
Ｐ52の託児申込書も合わせてご提出ください。 人

円

合計金額 円

鳥 取 版

（第１希望の料金）

46



ア
第 53 回全国ろうあ者体育大会参加申込書（個人用）

※フットサル（オープン）競技 参加申込書はP48へ
※個人情報の提供について、同意の上、申し込みます。        申込日： 2019 年    月    日

所属協会
（高校生の場合は

学校名・学年も記載）
                       （高校名： / 学年）

ふりがな 性別 年齢 □ ろう者
□ 聞こえる人
□ 盲ろう者

名前 男  女 歳

住所

〒     - ＴＥＬ / ＦＡＸ - - 
卓球競技への参加者
は昨年の個人記録に
○をつけてください

1 位  2 位  3 位  4 位

ベスト 8   ベスト 16

項 目
参加

（○を記入）
金 額

加盟団体代表
役員参加料

5,000 円（加盟団体役員、体育部長） 円

基本参加料
（選手・競技役員

参加料）
（個人種目は１種目）

野球競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

円

卓球競技（一般・シニア） 
5,000 円 【高校生 3,000 円】

一般 ｼﾆｱ
円

テニス競技（A・B） 
5,500 円 【高校生 3,500 円】

A B 
円

陸上競技大会（2 種目まで）
8,000 円 【高校生 6,000 円】

１部 ２部

円

ボウリング競技 
8,000 円 【高校生 6,000 円】

円

２種目目（ダブルス）
参加料

卓球競技/ テニス競技 円

9 月 20 日（金） 監督主将会議
※出席者は〇をつけてください。

代表出席 一般出席

宿泊日

第１
希望

申込番号

第２
希望

申込番号

室種
シングル・
ツイン・
和室他

のいずれか
を記入して

ください

１泊２食付が
ある施設の
場合で、
２食付を希望
される方は〇
をつけてくだ
さい

駐車場を利用され
る場合は〇をつけ
てください

金 額

9 月 19 日（木） 円

9 月 20 日（金） 円

9 月 21 日（土） 円

備考

日にち
受取会場  例）：松江市総合体育館

希望される場合は
〇をつけてください 金 額

9 月 21 日（土） 円

9 月 21 日（土） 出雲会館センターボウル（★ボウリング夕食弁当専用） 円

9 月 22 日（日） 円

託児を利用される場合は〇をつけてください→
その横に人数も記入してください。
Ｐ52の託児申込書も合わせてご提出ください 人

円

合計金額 円

島 根 版

（第１希望の料金）

※日本陸連登録選手は、要記入 ↓
●2019年度登録ﾅﾝﾊﾞー ： 
●登録団体名：
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第 53 回全国ろうあ者体育大会参加申込書（個人用）

【フットサル競技（オープン競技）】

※個人情報の提供について、同意の上、申し込みます。         申込日：2019 年    月    日

所属協会
（高校生の場合は

学校名・学年も記載）

                       （高校名： / 学年）

ふりがな 性別 年齢 □ ろう者

名前 男  女 歳 □ 聞こえる人

住所

〒     - 
ＴＥＬ  - - 

FAX - -

《申込内容》

項 目 参加（○を記入） 金 額

基本参加料
（選手・競技役

員参加料）

フットサル競技
5,000 円 【高校生 3,000 円】

           円

9 月 20 日（金） 監督主将会議
※出席者は〇をつけてください。

代表出席 一般出席

宿泊日

第 1 
希望

申込番号

第 2 
希望

申込番号

室種
シングル・
ツイン・
和室他
のいずれ
かを記入
してくださ
い

１泊２食付が
ある施設の
場合で、
２食付を希望
される方は〇
をつけてくだ
さい

駐車場を利
用される場
合は
〇をつけて
ください

金 額

9 月 19 日（木） 円

9 月 20 日（金） 円

9 月 21 日（土） 円

備考

日にち 受取会場

希望される場

合は〇をつけ

てください

金 額

9 月 21 日（土） 島根県立浜山公園体育館 円

9 月 22 日（日） 島根県立浜山公園体育館 円

合計金額 円

島 根 版

（第１希望の料金）
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イ 

 参 加 誓 約 書  

 

 

2019 年   月   日 

 

参加者氏名                     印 

 

※参加者が高校生の場合は、保護者の方の承諾をお願いします。 

保護者氏名                     印 

 

◇参加申し込みにあたり上記事項の内容について、全参加者・申込責任者ともに同意し、

お申し込みください。 

◇参加者が高校生の場合は、保護者による参加同意の署名・捺印が必要となります（署名・

捺印がない場合は、申し込みを受理できません）。  

全国ろうあ者体育大会参加に関する誓約事項 

 

①大会主催者が設けた全ての規約、規則、指示、注意事項を遵守いたします。なお、大

会に備え安全管理及び体調管理に留意し、大会中の傷病及び事故（所有物の盗難、破

損、紛失を含む）等は自己の責任とし、主催者に対し損害賠償請求等を行わないこと

を誓います。 

 

②大会への参加に際し、自己の身体状況を十分考慮し、競技する身体的条件が備わって

いると自らが判断し、申し込みましたので、大会開催中に発生した健康上および補装

具（人工内耳・補聴器・ペースメーカーなど体内埋め込み型医療機器・眼鏡など）の

問題については、一切自己の責任といたします。 

 

③大会参加にあたり、自己の障害および疾病による身体状況については自ら医師の意見

を伺うことを約束いたします。 

 

④競技大会参加中の様子がマスコミ等に用いられる場合には、プライバシーが尊重され

ることを前提に協力いたします。 

 

⑤（高校生の場合）保護者の同意を得た上で、大会に参加いたします。 

 

以上の事項に同意し参加申込することを誓約します。 
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今回の大会では、集荷申込は受け付けておりません。 
各競技者の皆様が各地からお申込をお願い致します。 

 
１．宅配便発送について 

ヤマト運輸㈱クロネコ宅急便の伝票を各都道府県協会に送付いたします。 
最寄りのヤマト運輸へお持ちください。 

２．『お届け希望日』について 

９月１９日（木）として送付願います。 
余裕をもって会場へ送付願います。 

３．お届け先について 

郵便番号：〒６９３－０００４ 
電話番号：０８５３－２２－５０５０ 
住  所：島根県出雲市渡橋町１１２ 
       全国ろうあ者ボウリング大会 
お届け先：出雲会館センターボウル 

４．その他注意事項 

・「時間帯指定」と「クール宅急便」の取扱いは出来ません。 
・複数品を一緒にするのではなく、同一梱包内に収納した荷造りをお願いいします。 
（輸送途中でくくりつけた荷物が脱落し、ご迷惑をお掛けする場合がございます。） 
・割れ物等は、予め梱包をお願いします。 
・ガスボンベ・引火性液体・爆発性のある荷物は取扱いできません。 

５．復路について 

大会会場の受付へ宅急便送り状（伝票）をご記入のうえ、お荷物をお預けくだ 
さい。着払伝票を会場受付に用意してあります。 
復路分は着払いとなりますので、当日のお支払いは不要です。 
ご自宅への配送時（到着時）に運賃をお支払いください。 

 

４－(６) 宅配便の申込について(ボウリング競技のみ) 
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1. 対象年齢  対象年齢は１歳～小学６年生までのお子様です。 

2. 託児料  １人１日あたり…５００円（傷害保険料等含む） 

3. 託児時間・会場 下記日程・時間において託児会場を開設いたします。 

4. 申込方法  

① ア大会参加申込書（個人用）の託児欄に〇印・人数・金額を記入してください。 

② 別紙Ｐ52のス託児申込書にご記入のうえ、東武トップツアーズ株式会社松江支店までお申

込みください。（ア大会参加申込書と合わせてご提出ください） 

③ お子様 1 人につきス託児申込書は 1 枚です。複数のお子様の託児をお申し込みの際は、ス

託児申込書をコピーしてお使いください。 

5. 申込締切 ２０１９年６月３０日（日） 

※託児料金のお支払は、大会参加費等と合わせて６月２８日（金）までに東武トップツアーズ株式会社松江支

店へお支払ください。 

6. 託児について ※必ずお読みください。 

・ 持ち物：ミルク、おむつ、飲み物、昼食、おやつ、着替え等は各自ご用意ください。 

・ 昼食はできる限り、保護者と一緒に食べてください。 

・ お子様を 15:00以降も預ける場合は、おやつの準備をお願いします。 

・ 着替え等の持ち物には、すべてお名前をご記入ください。 

・ アレルギーをお持ちのお子様については、必ず事前にお伝えください。 

・ その他、確認事項がありましたら担当者より個別にご連絡いたします。 

・ お子様の保険証の管理、投薬の実施については保護者の方でお願いします。 

7. 受付場所 申し込みをされた託児会場まで直接お越しください。 

8. キャンセルについて 

６月３０日（日）申し込み後にキャンセルをされる場合は、託児を利用される各県の実行委員

会事務局まで FAX または E-mail にて必ずご連絡ください。申し込み後のキャンセルにつきま

しては、ご返金できませんのであらかじめご了承ください。 

【鳥取県内】

■9 月 21 日（土）8：00～17：00

■9 月 22 日（日）8：00～17：00

 バレーボール競技 （米子産業体育館） 

バドミントン競技 （鳥取産業体育館） 

【島根県内】

■9 月 21 日（土）8：00～17：00

■9 月 22 日（日）8：00～17：00

 卓球競技（松江市総合体育館） 

 陸上競技（浜山公園陸上競技場） 

託児についての確認事項

★託児に関するお申し込み・お支払は⇒東武トップツアーズ株式会社松江支店へ 

★託児に関するお問い合わせ・お申し込み後のキャンセルは⇒託児を利用する会場によって 

鳥取県実行委員会事務局または島根県実行委員会事務局へ（FAXまたは E-mail） 

４－（７）託児申込方法と申込書について
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【保護者】

保護者氏名

性別

区分

住所

FAX

託児利用日

〇をつけてください

託児利用会場 バレー   バドミントン 卓球 陸上 バレー   バドミントン 卓球 陸上

【お子様】
ふりがな

お子様氏名

性別

区分

生年月日

※この文書は託児の参考にのみ使用し、大会終了後責任を持って処分いたします。
※お子様の健康状態によってお断りさせていただくことがあります。
※特に留意する点がございましたら、事前にお知らせください。

受付番号

歳　　　　ヵ月  

男　　　・　　　女

ろう者　　・　　聞こえる人　　 ・　　 盲ろう者

９月２２日（日）９月２１日（土）

第53回全国ろうあ者体育大会　鳥取県・島根県託児申込書

　　　　　　　　　　　　　競技　チーム名（　　　　　　　　　　　　　　　）参加競技

記入日：２０１９年　　月　　日

■その他伝えておきたいこと（性格・クセ、好きな遊びなど）

愛称（　　　　　　　　　）

　　　　　　都道　　　　　　市区
　　　　　　府県　　　　　　町村

（　　　　　）　　　　　　－

携帯アドレス

事前確認事項

　　　　　　　　　　　　　　　＠

ろう者　　・　　聞こえる人　　 ・　　 盲ろう者

年　　　　月　　　　日     

■アレルギーはあるか　（　　ある　　・　　ない　　）
　「ある」と答えた方は具体的にご記入ください。

■排泄はできるか（　できる　・　介助があればできる　・　できない　）

■おむつをしているか　（　　している　　・　　していない　　）

男　　・　女

提出締切：６月３０日（日）
提出先：東武トップツアーズ株式会社松江支店 ★ 大会参加申込書と合わせてご提出ください

ス

ふりがな

ア
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大会案内書

神やどる地に　跳び　駆け　指おどる神やどる地に　跳び　駆け　指おどる神やどる地に　跳び　駆け　指おどる

全国ろうあ者体育大会in鳥取・島根全国ろうあ者体育大会in鳥取・島根全国ろうあ者体育大会in鳥取・島根
第５３回第５３回第５３回

201９年
９月１９日（木）～２２日（日）

会場　鳥取市・倉吉市・北栄町・米子市・松江市・出雲市
主催　一般財団法人全日本ろうあ連盟
主管　公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会・島根県ろうあ連盟
　　　第53回全国ろうあ者体育大会鳥取県実行委員会・島根県実行委員会
　　　http://torideaf.jp/publics/index/92/


