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）

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）
月 日
9/19
(木)

9/20
（金）

時 間
13:00～21:00

内

容

会場

市・町

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

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

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

開会式

米子市文化ホール

18:00～19:30

加盟団体体育部長懇談会

19:30～20:30

全国体育大会検討作業委員会

米子コンベンションセンター

米子市

月 日

時 間

内

容

会場

第 65 回野球競技

出雲ドーム

出雲市

斐川公園野球場
第 53 回卓球競技

松江市総合体育館

第 51 回バレーボール競技

鳥取県立米子産業体育館

松江市

米子市民体育館
9/21
（土）

9:00～17:00

第 49 回陸上競技大会

島根県立浜山公園陸上競技場

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

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

倉吉市

北条運動場

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

出雲ドーム

第 53 回卓球競技

松江市総合体育館

第 51 回バレーボール競技

鳥取県立米子産業体育館

松江市

第 49 回陸上競技大会

島根県立浜山公園陸上競技場

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

出雲市
米子市

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

倉吉市

北条運動場

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

閉会式・表彰式

月日

内容
大会本部

出雲市

各競技会場
会場
米子コンベンションセンター
米子市文化ホール

9/21（土）～22（日）

米子市

第 38 回テニス競技

フットサル競技（オープン競技） 島根県立浜山公園体育館

9/19（木）～20（金）

出雲市
出雲市

米子市民体育館

15:00～16:00

米子市
松江市

斐川公園野球場

（日）

出雲市

松江総合運動公園

第 65 回野球競技

9:00～15:00

米子市

第 38 回テニス競技

フットサル競技（オープン競技） 島根県立浜山公園体育館

9/22

市・町

市
米子市

大会本部（鳥取県）

鳥取県立米子産業体育館

米子市

大会本部（島根県）

松江市総合体育館

松江市

託児（特定の競技会場）

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。
※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。

(1)第 65 回 軟式野球競技
前 回
４．チームの編成

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 (3) 監督の背番号は 30 番、主将の背番号は 10 番と
する。

する。選手は 0 番から 99 番とする。

５．競技方法

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。 削除。以下、番号繰り上げ
(10）大会の使用球は、
（公益財団）全日本軟式野球 (9) 大会の使用球は、(公益財団)全日本軟式野球連盟
連盟公認 A 号ボールとし、ボールのメーカーについ 公認Ｍ号ボールとし、ボールのメーカーについては主
ては主管団体において決定する。
（本大会は〇〇ボー 管団体において決定する。
ルとする。
）

６．用具等

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 競技に使用する用具については、(公益財団)全日本軟
軟式野球連盟競技規則に定められたものとする。な 式野球連盟競技規則に定められたものとする。なお、
お、打者および走者は、ヘルメットを着用しなけれ 打者および走者、ベースコーチは、ヘルメットを着用
ばならない。また、守備中の捕手は、プロテクター、 しなければならない。また、守備中の捕手は、プロテ
ヘルメットおよびレガースを着用しなければならな クター、ヘルメットおよびレガースを着用しなければ
い。

ならない。

８．抗議について

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 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。

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

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 削除
ないので、木製バットも用意しておくこと。

(2)第 53 回 卓球競技
前 回
６．申し合わせ事項

今回の変更・追加
６．競技用服装

(5) 会場及び時間の都合、または参加チーム及び選 (5)移動（８．組み合わせ方法へ）
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 (6)移動（８．組み合わせ方法へ）
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 (7)移動（１０.注意事項へ）
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 (8)移動（１０．注意事項へ）
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

８．組み合わせ方法
※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。
(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

10．注意事項
※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。
(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

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。
(1) 団体･シングルス･ダブルス戦の参加申し込みに (3) 団体･シングルス･ダブルス戦の参加申し
ついては、備考欄に戦歴を記入とのこと。特にシン 込みについては、備考欄に戦歴を記入とのこ
グルスの申し込みには､一般とシニアの区別を明ら と。特にシングルスの申し込みには､一般とシ
かにすること。

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 (4) ダブルス同意書は､参加申込みと同様、通
切りとする。

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、 (5) 競技進行はタイム・テーブルによって行う
各自の出場時間及びコートを予め確認しておくこ

ので、各自の出場時間及びコートを予め確認し

と。しかし進行の都合で試合予定のコートや時間を ておくこと。しかし進行の都合で試合予定のコ
変更することがあるので、その場合、競技者は競技 ートや時間を変更することがあるので、その場
役員の指示に従うこと。

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・ (6) 団体戦のオーダーは、第１試合は〔 〕時
主将等合同会議にて決定)、第２試合以降は対戦チー (監督・主将等合同会議にて決定)、第２試合以
ムが決定次第直ちに提出すること。

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 (7) その他については、大会本部又は競技役員
示に従うこと。

の指示に従うこと。

(3)第 51 回 バレーボール競技
前 回
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、

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 加盟団体単位でのチーム編成ができない場合は当該
ックに限り、連合チームを編成することができる。方法と ブロックに限り、連合チームを編成することができる。
して単独チームを組むチームに加入、また単独チーム

方法として

を編成できない加盟団体同士がチームを組んでもよ

① 単独チームを組むチームに加入

い。この場合、後者については、連合であることが明確

② 単独チームを編成できない加盟団体同士がチ

なチーム名にすること。

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、都道府県ブロックにおいて、チーム編成が

男女とも、都道府県各ブロックにおいて、チーム編成

困難、もしくは特別な事情により他ブロックでのチーム

が困難、もしくは特別な事情により他ブロックでのチー

でプレイを希望する場合は、自ブロックとチーム先ブロ ムでプレイを希望する場合は、自ブロックと加入先ブロ
ックの体育部長双方に確認・許可を得た上で選手参加 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。

証明書をろうあ連盟に提出すること。

４．チームの編成

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

(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

は選手登録名簿に記載しておくこと。

合は選手登録名簿に記載しておくこと。

５．競技方法

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

(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 チーム数が多いときは、トーナメント方式とする。
する。
(2) 予選リーグ戦及び準決勝戦、３位決定戦、決勝

(2) 予選リーグ戦及び準決勝戦、３位決定戦、決勝戦

戦は、３セットマッチとする。

は、３セットマッチとする。

６．使用球

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。

（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

７．組み合わせ

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

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

り決定する。なお、予選ではそのブロックに属する加盟

加盟団体チーム同士の対戦は行わない。また男女とも 団体チーム同士の対戦は行わない。また男女とも前回
前回優勝・準優勝チームはシードする。

優勝・準優勝チームはシードとする。

８．表彰式

８．表彰式

(1) 表彰式は決勝戦終了後に行う。

(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) 統一服装で参加すること。

(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

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

(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 ㎝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

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・

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

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。

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。

(4)第 39 回 サッカー競技
前 回

今回の変更・追加

17．注意事項

17．注意事項

(6)その他

(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

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

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

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。

旨を伝えること。

(5)第 27 回 ソフトボール競技
前 回
３．出場資格

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 (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 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 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 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。

合、隣接ブロック体育部長の許可を要する。

６．競技方法

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 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
３．参加資格

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

(5)ダブルスのペアは、原則として加盟団体内で組

合、全国ろうあ者体育大会競技実施要項規定６の

むものとする。しかし、大会に参加する人数によ

(2)により、当該ブロックの他加盟団体の者と組む

ってペアが組めない場合、全国ろうあ体育大会競

ことができる。

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
(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。

９．競技審判上の注意事項
(1)競技中は補聴器の装着を認めない。
(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。

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
２．期 日
３．会 場

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
2019 年９月 21 日（土）
・22 日（日）
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。

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
競技開始時刻
競技開始時刻
トラック競技
30 分前
20 分前
競技開始時刻
競技開始時刻
フィールド競技
40 分前
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。

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

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】
第 53 回全国ろうあ者体育大会鳥取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

【島根県事務局連絡先】
第 53 回全国ろうあ者体育大会島根県実行委員会事務局
〒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/

