
令和元年度 第覇0回 理昌市市民鐵 ―・ソフェ購 実施事項

1.主 催  四日市市

2.主 管 |四 日市市スポーツ推進委員協議会

3.後 援   (特 )四 日市市スポーツ協会

四日市市レクリエーション協会

4.期  日  令和元年 10月 12日 (土)午前 9時 00分より

13日 (日 )午前 8時 00分より

5。 会 場  10月 12日 (土 )

1)グ ラウン ド・ ゴルフ大会   四日市 ドームアリーナ

10月 13日 (日 )

◇総合開会式          四日市 ドームアリーナ

2)フ ァミリーバ ドミン トン大会 中央緑地第 2体育館

3)ソフ トバ レーボール大会   楠体育館

4)レク リエーーション大会    四日市 ドームアリーナ

5)タ スポニー大会       あさけプラザ体育館

6)ウオーキング大会      霞ヶ浦縁地 トリムコース

7)ロ ゲイエング大会      霞ヶ浦体育館

6.総 合  (1)選 手集合完了 7:55(選 手受付 7:00～ 7:40)

開会式  (2)開 式通告   8:00
0選手・役員入場

○国旗・市旗入場

○挨     拶

○表     彰

○選 手 宣 誓

○ラ ジ オ 体 操

(3)閉式通告   ○選手・役員退場
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7.申 込 方 法

8.組合せ抽選会

(代表者会議)

9.天 侯 判 断

所定の申込用紙にて、各地区スポーツ推進委員を通 じて申し込む

こと。ただし、ゥォーキング大会・ロゲイニング大会のみ、ファ

クスか Eメ ール(直接持参でスポーッ課へ申し込み可能。

申込締切 日 令和元年 8月 29日 (木 )

※ログイエング大会,子ついてはヽ締切 日を 9月 20日 (金 )ま で

延長 します。また、ゥオーキング大会については当日の受付も

認めます。

※事務局 〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
四日市市スポーツ・国体推進部スポーツ課

FAX  o59-354-8432

Eメ ール  sports@city.yokkaichi.mie.jp

令和元年 9月 5日 (本)午後 7時 00分より

四日市 ドームアリーナにて組合せを決定し、各競技の打合せを行
います。

エン トリーしたチームの代表が抽選会に出席 してください。

※グラウンド・ゴルフ、ウオーキング、ロゲイェングにおいては

抽選会・代表者会議はありません。

中止の場合、当日の午前 6時 00分に決定して、スポーッ推進委

員の連絡網で連絡 し、各委員からチームの代表者へ通知 します。

各地区スポーツ推進委員または、四日市市スポーツ 。国体推進部
スポーツ課 (詭L354-8429)ま で

当日、報道機関が来場される場合があり、参加者の名前、写真

映像等で報道されることがあります。また、大会報告書等には、

参加中の写真を掲載しますので、この
「

とを了承のうえ申し込む

ものとします。

大会中の事故の場合、主催者は、市民活動総合保険範囲内及びり芯

急処置以外の責任は負えません。

参加申込書に係る個人情報は、当大会の主旨以外には使用 しませ

スン。

各種目に参加する選手・関係者は、総合開会式に出席をお願いし

ます。

10,大 会 の

問 合 せ

11.個人情報の

取扱等に

つ いて

12.そ の 他
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1)フ ァミリーバ ドミン トン大会 【申央緑地第 2体育館】

(1)種  目  ◎一般の部        ◎ファミリーの部

(中学生以上)      (小 学生を 1～ 2名含む)

(2)参加資格  地区または中学校区で編成されたチーム。

※ただし、 1チームにっき 1名 まで、校区外選手の参力日可。

(何チームでも可 とする。)

(3)登  録  監督 1名 、選手 4名以上 6名 以内とする。

監督がプレーをする場合は、選手登録をすること。

(4)試合方法  1セ ット15点先取のラリーポイント制で、 3セ ットマッチ 2セ ッ

ト先取 とする。

1セ ット毎に勝敗を決める。

1セ ット10分ルールを採用する。

※ただし、参加チーム数により、セット数を変更する場合がある

(5)ル ー ル  日本ファミリーバ ドミン トン協会規定に準 じる。

※ただし、アアミリーの部のサーブは 1回交替でローテーションする。

(‐ 6)審  判  相互審判 とする。

(7)表  彰  種 目別 。ブロック別に、 1位～ 3位を表彰する。

(8)ゼッケン  選手全員が着けること。

※ュニホームに (地 区名入 り)ゼ ッケンがある場合は代用できる。

*白地の布に黒字で記入する。

*同地区 2チーム以上出場の場合はA・ B・ ・・

を書くこと。

*安全のため糸止めとする。

番号

地区名・校区名

または町名

《たて20cm× よこ25cm》

(9)そ の 他  キャプテンはキャプテンマークを付けること。 (主催者で用意)

※主審・副審は、ホイッスルを持参すること。
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2)ソ フ トバ

(1)種  目

(2)参加資格

(3)登  録

(4)試合方法

(5)ル ー  ル

(6)審

(7)表

(8)ゼッケン

(9)そ の 他

レーボール大会 【楠体育館 ]

◎女子の部   (フ リー(40歳 以上、 50歳以上)

◎ミックスの部 (フ リー、40歳以上、 50歳以上)

※ミックスは、選手として男子が 2為以内参加するものとする。

地区または中学校区で編成された、中学生以上のチームとする。

(何チームでも可とする。)

※ただし、 1チームにつき 2名 まで、校区外選手の参加可。

監督 1名 、選手4名 、交代選手 4名 以内の計 9名以内とする。

監督がプレーをする場合は、選手登録をすること。

予選 リーグ戦をおこない、上位 2チームが順位決定戦に進出する。

1セ ット15点先取の 3´セ ットマッチ、ラリーポイン ト制で行 う。

(ただし、参加チーム数により試合方式を変更する場合がある。)

2018年 度 日本バレーボール協会ソフ トバレーボール連盟ルール

とする。

相互審判とする。

種 目別・ブロック別に、 1位～ 3位を表彰する。

(参加チーム数により変更する事がある)

選手全員が着けること。

※ピン止めは不可とする。

キャプテンはキャプテンマークを付けること。 (主催者で用意)

ッスルは不可とする

単̀
J

彰
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3)レクリエーシヨン大会 【四日市 ドームアリーナ】

《プログラ`ム 予定》

9

10

11

12

13

14

30 ～  地区別対抗 リレー予選

lo ～  ドッジボール競技

40 ～  昼休み<ク イズ形式のもの>

30 ～  ドッジボール競技

40 ～  玉入れ競技

10 ～  地区別対抗 リレー決勝

表彰式

☆地区EIJ対抗リレー (①50mx2名・②,00mX4名 )※何チームでも出場可

【午前 予選 。午後 決勝】

(男 子)

① 小学校 1・ 2年    ・・・各1名 ( 50m× 2人 )

② 小学校 3・ 4・ 5・ 6年・・・各1名 (100m× 4人 )

(女 子)

① 小学校 1・ 2年    ・・・各 1名 ( 50m× 2人 )

② 小学校 3・ 4・ 5・ 6年・・・各 1名 (100m× 4人 )

※但し、①②の枠内において下の学年が上の学年で出場することは可とする。

☆玉入れ競技 地区潟J単位 ※何チームでも出場可

① lチーム20名以内で大人 (中 学生以上)は、5名以内とする。

② 30秒競技とする。ただし、参加チーム数により変更することもある。

′
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☆ドッジボー轟畿鐘 懺 含形式鰺7ロ ックR番の姿―チメント)

地区別単位 (何チームでも可)

① 月ヽ学生 3～ 6年生の部 8名 (男子の部・女子の部)

② 月ヽ学生 1～ 3年生の部 8名 (ミ ックスの部、女子3名 以上)

③ ガヽ学生4～ 6年生の部 8名 (ミ ックスの部、女子 3名以上)

※1チームにつき 2名 まで校区外選手の参加可

r《試合方法》 ○ブロック別 トーナメント方式でおこなう。

O試合は 3セ ットで、2セ ット先取した方を勝者とする。

01セ ット5分間競技とし、決まらない場合はサドンデスとする。

03位決定戦を行う。

○チームには、必ずキャプテンをおくこと。

○キャプテンはキャプテンマークを付けること。 (主催者で用意)

○選手の位置は、外野 1名 以上でおこなう。

○ミックスの部は、コー ト内に女子が 3名以上いるものとする。

○主審・冨1審 は、スポァツ推進委員がおこなう。線審は、次の試合チー

ムの代表者が2名ずつ出ておこなう。ただし、決勝戦のみ、準決勝戦

の敗者チームがおこなうものとする。

(1)表  彰

① 地区別対抗リレーは、 1位～3位まで表彰する。

② 玉入れ競技は、各ブロック1位～ 3位まで表彰する。

③  ドッジボール競技は、各ブロック1位～ 3位まで表彰する。

(2)ゼ ッケン  胸に選手全員が着けること。

*番号と地区名を記入する。

*同地区 2チーム以上出場の場合はA・ B・ ・・

を書くこと。

*安全のため糸止めとする。

*ビブス可。

番号

地区名

(3)注意事項

① リレー競技は、バ トンゾーンを設けるので、バ トンパスに注意する

こと。

② リレー競技は、スパイク (陸上競技以外も含む)の使用を禁止する。

③ 招集時間 (プ ログラム時間30分前)に遅れたチームは、棄権とみ

なす。

④ 各地区は、必ず監督 (世話係)をおくこと。

⑤  ドッジボール競技の線審は、ホイッスルを持参すること。
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4)グ ラウン ド・ ゴル フ大会 【四 自市 ドーム】

(1)受 付 時 間  8:30～ 8:50(全 員 )

(2)開 会 式  9:00～ 9:15

(3)ス タ ー ト  9:30

※第 1ラ ウンドの出場者は、開会式が終わり次第、各会場前に

集合 して下さい。

(4)集 合 時 間  第 2・ 第 3・ 第 4ラ ウンドの出場者は、試合開始の 10分前まで

に各会場前に集合 して下さい。

(5)参 加 資 格  市内在住または通勤 。通学する人の中学生以上

(6)登   録  小学校区で代表者がまとめて選手登録をする。

(7)試 合 方 法  各会場、 16ホールをまわり、個人戦とする。

※同点の場合は、年齢が高い人を上位 とする。

(8)審   判  選手が輪番で、スコアカー ドに記入する。

(9)表   彰  各会場に、 1位～ 5位を表彰する。

(10)選手カー ド  選手カー ドは、主催者が用意する。

(11)ル ー ル  日本グラウンド・ゴルフ協会 2015年 のルールによる。

5)タ スポニー大会 【あさけプラザ体育館】

(1)種  目  ◎タスポニーの部     ダブルス (男子 。女子・ミックス)

◎ソフ トタスポニーの部  ダブルス (一般 。小学生)

※男女を問わない。

(2)参力日資格  申込みは地区単位で行 う。

但 し、ペアのひとりが校区外の者でもよい。

(3)試合方法  ブロックごとにリンク戦をおこなう。

参加チーム数により試合方法を変更する。

タスポニーは 3ゲームマッチで 2ゲーム先取とする。得点は 11点

先取 とする。   ・

ソフ トタスポニーは 3ゲームマッチで、2ゲーム先取とする。得点

は 8点先取とする。

(4)ル ー ル  日本タスポニー協会のルールによる。

(5)審  判  相互審判 とする。

(6)表  彰  種目別 。ブロック別に、 1位～ 3位 を表彰する。
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6)ウオーキング大会 【霞 ケ浦緑地 トリムコニス1(雨天決行 )

※総合受付を行います。

(1)集合時間  10時  00分
(実施時間 10時 30分～ 12時 30分 )

(2)参加資格  市内に在住または通勤・通学する人

(3)登  録  地区別で申し込み登録をするc

※当日の受付も認める。

(4)実施方法   ドーム南コンコース付近を集合場所 (ス ター ト・ゴール)と し、

トリムコース (3.6km・ 5km)で ウオーキングを楽しむ。

※夢 くじらをコースに入れる。

(2km地点にチェックポイントを設ける。)

(5)ル ー ル  集合場所にて、選手登録の確認をする。 (地区 。名前のチェックを

行い、地図・ゼッケンを渡す。 )

受付は集合時間からスター トまでの時間でおこない、遅れた場合は

参力日できない。

時間内にゴールすること

ゴールでゼッケンを返却 した時点で完歩とし、完歩証を授与する。

※完歩証に加えて、完歩賞を授与する。

(6)諸 注 意  完歩が原則であるが、体調不良等になった場合は、近 くの競技役員

に連絡、ショー トカットや戻ることも可とする。

ウオーキングに適 した服装で参加する。

水分等を準備し、熱中症予防に心がける。

(7)そ の 他  要介助、要介護その他の理由で完歩に不安のある場合は、必ず複数

で参加する。

ファクスか Eメ ール、直接持参でスポーツ課へ申し込み可能。

※総合開会式に参加 してください。
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7)ロ ゲイニング &ミ ニ ロゲイング 【霞ヶ浦体育館】 (雨天決行 )

大会概要

四日市 ドーム及び四日市港周辺に約 40箇所のチェックポイントを設定します。それ

ぞれのチェックポイン トで写真を撮影すると得点となります。制限時間内にどれだけの

得点を得ることができるかで順位を競います。チエックポイン トを示す地図を競技前に

配布 します。地図を見ながら、作戦を考え、自分たちの力で巡つてください。競技中の

移動手段は徒歩またはランニングのみに限られます。

※総合受付を行います。

(1)集合時間

9時 15分 (総合開会式後)(競技時間 10時 00分～ 13時 00分 )

(2)参加資格

成人を含む 2人以上のグループ

※成人とは 20才以上の大人で、グループ又は個人の行動に責任を持てる人

※グループの中に市内在住または通勤 。通学する人が一人でもいれば参加可

(3)登録

地区別で申し込み登録をする。                |
※ただし、地区外の者が含まれても良い。

(4),踵 目

ミニロゲイニング (1時間 30分 )

①未就学児クラス (成人と未就学児を含む 2人以上のグループ)

②小学生クラス (成人と小学生を含む 2人以上のグループ)

ロゲイニング (3時間)

③小学生以下クラス (成人 と小学生以下を含む 2人以上のグループ)

④一般クラス (成人 と中学生以上を含む 2人以上のグループ)

(5)タ イムテーブル

9時 30分～ 9時 45分 競技説明

9時 45分～ 10時 00分 地図配布、作戦タイム

10時 00分～ 11時 30分  ミニロゲイニング

10時 00分～ 13時 00分 ロゲイエング

※表彰式は、得点集計を行ったあと随時行 う。

(6)表彰

種目別に 1位から3位を表彰する

(7)持ち物

携帯電話 (緊急連絡用 )、 デジカメ (携帯電話でも可)、 時計、運動できる服装、

飲み物なども各自で用意すること

(8)その他

ファクスか Eメ ール、直接持参でスポーツ課へ申し込み可能。

※総合開会式に参加 してください。
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