
遠表竪慧樗転身軸機却邑

1　日　的

広く県民各層がスポーツに親しみ､スポーツ精神を高揚し健康増進と体力の向上を図るとともに､

明るく豊かな県民生活の実現を図り･もって県民生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする｡

2　主催　新潟県･新潟県教育委員会･(財)新潟県体育協会･(社)新潟県レクリエーション協会･
新潟県体育指導委員協議会･新発田市･村上市･五泉市･佐渡市･阿賀野市･胎内市･
聖寵町･阿賀町･新潟市･長岡市･上越市

3　後援　開催市町教育委員会･下越地区体育指導委員協議会･佐渡市体育指導委員協議会

4　主　管　新潟県スポーツフェスティバル実行委員会

5　運営協力　新潟県グラウンド･ゴルフ協会佐渡地区連絡協議会･新潟県ゲートボール連盟･佐渡′ル-ボール協会･新潟県ソ

フトボール協会･阿賀町ソフトボ-ル連盟･新潟県ターゲット･^･-ドゴルフ協会･新潟県網引連盟･新発田市網

引連盟･聖寵町ソフトテニス連盟･佐渡バドミントン協会･新潟県ボウリング連盟･新潟県インディアカ協会･胎

内市婦人スポーツ連盟･胎内市ワンバウンドバレーボール連盟･新潟県ペタンク協会･村上市ペタンク協会･佐渡
野球連盟.五泉市剣道連盟･聖寵町サッカー協会･阿賀野市卓球連盟･新潟県バウンドテニス協会.新潟マスター

ズ陸上競技連盟･ (W日本エアロビック連盟新潟県支部･新潟県ユニバーサルホッケー協会･新潟県スボレック協

会･ (W日本3B体操協会新潟県支部･上越バレーボール協会･上越ビーチバレー連盟･新潟県キンボール連盟･

新潟県フオ-クダンス連盟

6　期　日　平成22年5月23日(日)･30(目)/6月5日(土)･6日(日)･12日(土)･13日(日)･

19日(土)･20日(日)･26日(土)･27日(日)/7月3日仕)･4日(目)

7　内　容

(1)総合開会式は実施しない○各種目実施会場で開始式を行うo

(2)実施種目･期日･会場は､下記のとおり｡

ア市町村代表.オープン参加種目(醗:全国スボレク祭都道府県代表参加種目) 

Nn 們�邵顥m｢�劔劍ｯｩ?｢�市町村 ���ｦﾈ����ｾiZ｢�

1毒 ��辻�� ��ﾂﾒ�|x而"� 塗�ﾃ#��?｢��位渡市 傅ﾉm��伜(ﾏh��4�8�4X986り588ｸ7H5"��ｸ5����耳耳�(�ｲ�代表(42チーム) 

■2… ������ ��撫弐H~■ 塗�ﾃ�2�?｢��新発田市 �5H92�5�7ﾈ�ｸ687H6ﾘ6�+X-ｨ+ﾙ�ﾙmｩ4��4�8�4X986��代表(32チ-ム) 
- �- � 儖｢� ��

3■､ ������秦 ��塗�ﾃ#��?｢��佐渡市 几ﾉ,9�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��代表(32チーム) 

4;. ��抱�8�8自��ox險+���*ﾗF偵�騷y�ﾂ�儼���"�千 ��`∴業 蔦b��忠7鋳�#��?｢��阿賀町 从ﾈ��9(hｧxﾕ｢�オープン 

5､ �����*ｹ%ﾈ+�L����唸�B� 透I���5G�B���雜��v�� 澱��?｢��新潟市 ��hｨ8ﾊx5�7ﾈ�ｸ68ﾏh���ﾙmｩ4們Y�hﾔﾂ�.r�オープン 

6 ����抹ｦ奉粢�� ��ｲ�澱��?｢��新発田市 �5H92�7(8ﾈ6(5x+X-ｨ+ﾒ�オープン 

7 8 ��唸�ﾃﾓ｣ﾘ���b苒頡�隶ﾅ�ﾒ���+ ��塗�ﾃ�"�7鋳�聖寵町 ���)�*ﾉ*ﾉj�����6X6ｨ5�5(�ｸ6r�オープン 女が _三.::捕 �� 咾｢ﾘ����ﾜ�9刎ﾙ�Rﾒ�澱��?｢��佐渡市 價穎ﾉ(hｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ��オープン 

9 ����｣ﾘ��*ｳ｣ﾘ��ｹ���ﾃｲﾘ*ｸ*ｵ��i|���� ��澱�#��?｢��五泉市 佻ﾉ�(7H4�7�8ｨ�ｸ7ｸ4X8ｲ�オープン 

10 �� ���� ��澱��?｢��新発田市 ��iJﾙ68�84ｨ8ｸ6�88�ｸ5ｨ985��ｲ�代表(32チーム) 

ll 傚x��6�8ﾈ�ｸ7ｲ�劍�耳8ｲ�剴b��"�7鋳��2�?｢��胎内市 �(h���ﾈ支ｭ唔(h��ﾘ(ﾕｩ�ﾈ支ｭ��代表(32チーム) 

12 13 �8�986�4X986�6�8ﾈ�ｸ7ｸ�ｸ8ｲ�7�5�984��劔剴r�2�7鋳�胎内市 �(h���ﾈ支ｭ��オープン 

5/30(日) ��ｨ�8�2�岩船運動広場 �4��ｸ7h92�

14 ��9D駭ﾈｸR�劔剴b��7鋳�b�?｢��位渡市 俚)��68ｸX�ｪH5H985�7ﾈ�ｸ688�986雨��nﾂ�オープン 

15 ��併;��劔澱�#��?｢��五ス 佻ﾉ�(�9�ﾘﾘx檍ｭ丿Xｵｨｭ��】一一/ 

16 17 18 ��������迭�#2�?｢��聖寵町 �5�7ｸ4�488�986���)��オープン 

≡5/23(日) �(棠nﾈ�2�水原総合体育館 �4��ｸ7h92�

･5/30(日) ���)�*ﾂ�聖寵町町民会館 �4��ｸ7h92�

19 ����冪f=鑑三≡==-≡ ����h�ﾃ#��?｢��長岡市 �+x圷�8�9zH�8ｺ8ｵｨ�｢�オープン ヨ三一5-i=:_,_章一至_紛さき 劔 �� �(棠*ﾂ�三川教育文化センター �4��ｸ7h92�

20 21 22 23 �� ��劍.b���B�や粤｢� 瀞ﾓc��

ユ-/ヾ-サルホッケ≡ 劔劔5/23(日) ��ｨ�8�2�山北総合体育館 �4��ｸ7h92�

スボレツク 3B体操 劔劔6/27(日) ��ｨ�8�2�朝日総合体育館 �4��ｸ7h92�

5/30(日) 佻ﾉ�(�2�五泉市総合会館大ホールlオープン 



Na. 們�邵顥m｢�期日 倡9*ﾉ�｢�会場 伜���ｾiZ｢�

24 �7(�ｸ6�6�8ﾈ�ｲ�7/4旧) ��8里ﾈ�2�直江津梅岸ビーチバレー常設コート �4��ｸ7h92�

25 �4ﾈ987ｸ�ｸ8ｲ�6/13(日) �(棠nﾈ�2�笹神体育館 �4��ｸ7h92�

26 �6�6(6�78�ｲ�6/13(日) 俚)6韈2�相川体育館 �4��ｸ7h92�

イ　フリー参加種目(鮭:全国スボ･レク祭種目)

No. 們�邵顥m｢�劍ｯｩ?｢�市町村 ���｢�参加区分 

27 ��抱7��蛸､､訊 婿���議雑_爆塙窪覧 澱�#b�7鋳�新潟市 ��hｨ8�9�ﾈ支ｭ��-フリー 

28 �6ｨ8X�ｸ5�7ﾈ�ｸ62�剴b�#r�?｢��五泉市 佻ﾉ�(�9�ｨ鉑�ﾈ支ｭ��フリー 

注1　参加区分について

(1)代　　表:出場数の制限あり｡チーム編成単位は市町村とする｡編成不可能な場合には

近隣市町村との編成も可能である｡

(2)オープン:原則として出場数の制限はなし｡チーム編成単位は自由である｡
(3)フリー参加:個人や家族単位の参加とし､参加数の制限はない｡

注2　会場を変更する場合もある｡

8　参加資格

.(1)新潟県内に居住する者とする｡ 平成22年4月1日現在

(2)参加種目は1人1種目とする｡

(3)原則として､種目別競技団体等の登録の有無等は条件としない｡

(4)年齢基準は､平成22年4月1日(種目別要項により､異なる場合があるので注意)とする｡

(5)種目ごとに定める参加資格による｡

(6)小学生以下の参加については､原則として保護者同伴とする｡

9　参加料

(1)参加料は､選手･監督･コーチ･マネージャーとも1人800円とする｡ただし､マスターズ

陸上:2, 000円､キンボール(子ども):400円､ドッヂピー:1チーム2, 000円とす

る｡

(2)フリー参加種目については無料とする｡

10　競技規程及び競技方法

種目別実施要項による｡

日　参加申込み

参加希望者
居住市町村

生涯スポーツ所管課 ≡電

(1)参加希望者は､所定の｢参加申込書｣と｢参加料｣を添えて､居住市町村生涯スポーツ所管課
へ申し込む｡ (種目により､申込先が異なる場合があるので注意)

申込締切:平成22年4月13日(火) __(詳細は､種目別要項参照) _

(2)参加申込後に参加を取り消した場合､参加費の返金はしない｡

(3)市町村生涯スポーツ所管課は､ ｢参加者数総括申込｣

(2部)｣と｢参加料｣を添えて､実行委員会事務局

申込締切:平成22年4月16日(金)

12　組合せ

新潟県スポーツフェスティバル実行委員会が行う.

13　表　彰

競技種目ごとに1位から3位まで賞状を授与する｡

を記入の上､参加チームの｢参加申込書

(県事務局)へ申し込む｡



14　全国大会への推薦

(1)新潟県スポーツフェスティバル参加者(実行委員会事務局が推薦した地元チームを含む)の中

から･第2 3回全国スポーツ･レクリエーション祭都道府県代表参加種目への参加推薦をする｡

ただし､推薦された選手が事情により参加できない場合は､本大会参加者以外からも推薦でき
るものとする｡

(2)全国スポーツ･レクリエーション祭の参加については､原則として､参加経験のない者が優先
し､ 2年連続の同一チーム･個人は推薦しないものとする｡ただし､種目によって特別な事情が

ある場合は特例もある｡

15　その他

(1)天候等による屋外種目の実施可否については､当日の朝に会場地責任者が決定するので､不明
の場合は｢雨天時可否決定連絡先｣に問い合わせること｡なお､中止の場合でも参加料は返金し

ない｡

(2)出場者は､原則としてスポーツ傷害保険に加入するものとする｡

(3)参加者は事前に健康診断を受け､大会には保険証を持参すること｡

(4)参加資格に違反した場合は､その時点でその選手又はチームを失格とする｡

(5)県大会参加申込み数が･大会参加規模数に満たないときは､実行委員会事務局が推薦する地元
チームが県大会に出場することができる｡

(6)参加資格の違反やその他不正な行為があった場合は､そのチームを失格処分とする｡ (他チーム

よりの不服申し立ては閉会式終了時点までとする｡)

16　新潟県スポーツフェスティバル実行委員会事務局 (開催地事務局)
〒959-2807

胎内市黒川14 1 0番地

胎内市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係

_‥ ‥_T_EL

0254-47-3408　FAX 0254-47-2935

17　新潟県スポーツフェスティ パル実行委員会事務局(県事務局)

〒950-8570 (県庁指定郵便番号)

新潟県　県民スポーツ課

TEL 025-280-5091
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1　主　催

年齢別バドミントン実施要項(オープン参加種目)

新潟県･新潟県教育委員会･ (脚新港県体育協会･ (社)新潟県レクリエ
ーション協会･新港県体育指導委員琴議会･新発田市･村上市･五泉市･

佐渡市･阿賀野市･胎内市･聖龍'町･河架町

2　主　管　　　新潟県スポーツフェスティバル実行委員会

3　運営協力　　佐渡バドミントン協会

4　期　　日　　平成22年6月6日_(日)

受付8:30 代表者会議8 :4 5 開始式9:00 競技開始　9:30

5　会　　場　　佐渡市　畑野中学校体育館

6　参加人数と構成

痕;-=.hE 参加区分 唸鍈ﾒ��逮=車敷 剪ﾘﾏ��95��a 

30歳以上- 鼎�俐闌��2��一一,5噛凱七_ 

男~子′丁 倅��Hﾔｸ璽��/ ��簫�∴i 励"��:9ー 

女子 �+l2- 梯�二1 

(1) 1チーム6人～9人で構成する｡

(2)監督は選手を兼ねることができる｡ (その場合､参加申込書の選手欄に記入するこ

と)

(3)チーム編成は30歳以上女子ダブルス､ 40歳以上男子ダブルス､ 50歳以上混合ダ

ブルスの計3組とする｡

(4)高い年齢の者が低い年齢に出場することができる｡

(5)年齢要件

30歳以上:昭和55年4月1日以前に生まれた者

40歳以上:昭和45年4月1日以前に生まれた者

50歳以上:昭和35年4月1日以前に生まれた者

7　実施上の規則及び試合方法

(1)実施規則

現行の｢(財)日本バドミント

(2)試合方法

ア　予選リーグ戦､決勝ト-

イ　勝率が同じ場合の順位決

を準用する｡

の順序による｡

①ゲーム数の差　　②得糞ポイ-=>3ト数の差　③直接対戦の勝敗

ウ　オーダーは､すべて､第1試奮5-8歳以上混合ダブルス､第2試合30歳以

上女子ダブルス､第3試合4 0歳以上男子ダブルスの臓とする｡

エ　予選リーグは､ 2組を先取(2勝)しても3組目の試合を行う｡決勝トーナ

メントは､ 2組を先取(2勝)した場合､ 3組目の試合は途中でも終了とする｡

(3)組合せ

新潟県スポーツフ羊一ステイ!†ル実行季貞会が行う｡

(4)シャトルは実行委員会で用意する｡

(5)審判は､全て相互審判で行う｡



8　参加資格

(1)年齢基準は平成2 2年4月1日現在とする｡

(2)原則として､種目団体等の登録の有無は条件としない｡

(3)平成2 1年度全日本給合選手権大会及び5 0歳未満で過去の世界選手権大会の出

場者並びに第6 5回国民体育大会に選手として出場する者は除く｡

(4)その他､新潟県スポーツフェスティバル実施要項に定めるところによる~｡

9　表　彰

第1位から第3位まで表彰する｡ (3位決定戦は行わない)

10　参加申込み

(-1)参加希望者は､所定の｢参加申込書｣-と-f参加料｣ 1人800円を添えて､居住市

町村生涯スポーツ所管課へ申し込む｡

申込締切:平成22年4月13日(火)

(2)参加申込後に参加を取り消した場合､参加費の返金はしない｡

(3)参加申込み締切り後の選手変更は､疾病･傷事等特別な場合に限り､代表者会議
において認める｡その場合は所定の用耗により申し出ること｡

11その他

( 1 )ユニフォーム等の服装については原則として定めないがチーム名を明示すること｡

(上衣背面中央縦1 5cm､横3 0cmの範囲以内､文字は柑または黒の漢字とする)

12　全国大会への推薦

新潟県スポーツフェスティバル実施要項1 4に定めるところによる｡

13　新潟県スポーツフェスティバル種目別事務局(開催地)

【問い合わせ先】

〒952-0206

佐渡市畑野甲6 5-1

佐渡市教育委員会東教育事務所
TEL 0259-66-3889　FA‡ 0259-66-4505



新潟県スポーツフェスティバルr年齢別バドミントン｣参加申込書

人

連絡 責任者 剩哿､ � 苓�r�ぺ齷�竰�

TR 

監督 剿ｯ若 � 仗X�"�
生年月日- 售�D驃��ｲ�

Nu 僖��2���ｲ�¥｢�-ふ-りがな ��iD霾�?･��年齢 侏ｸ�顏｢�
氏名 

_1 �3���<u��決�2�傚r� �� ��

2 劍�� �� ��

3 鼎��<r�決�2��&｢� �� ��

4 劔&｢� �� ��

5 鉄��<r�決�2��&｢� �� ��

6 劍�� �� ��

7 佰���2�X���� �� ��

8~ 剪� �� ��

(コピーを提出) 

※　監督が選手を兼ねる場合には､監督柵は氏名のみ記入し､選手柵に必要事項を記入すること｡

※　年齢は平成2 2年4月1日現在の糞年齢を記入すること｡

◆　年齢要件　30歳以上(昭和55年4月1日以前に生まれた者)
40歳以上(昭和45年4月1日以前に　　〝　)

50歳以上(昭和35年4月1日以前に　　〝　)

参加料 1人800円 ��ﾉZ｢�円 



第2 2回新潟県スポーツフェスティバル種目参加申込書記載要領

1参加申込書の記入にあたっては､第2 2回新潟県スポーツフェスティバル実施要項及び種目別実

施要項を熟読し､間違いのないようにすること｡

2　申込み責任者は､参加資格等(各種大会への出場経験及び年齢構成等)を必ず確認すること｡

3　記入にあたっては､数字はアラビア数字(1, 2-)を用いること｡

氏名には､必ずふりがなをふること｡

4　年齢は､平成22年4月1日現在の満年齢を記入すること｡ (種目により異なるので注意)

5　種目別大会参加申込書の記入には､正確明瞭に記入すること｡

監督･コーチ･スコアラー･マネージャーが選手を兼ねる場合には､監督･コーチ･スコアラー･

マネージャー欄は氏名のみ記入し､選手欄に必要事項を記入すること｡

6　参加申込方法については､次のとおりとする｡

①参加希望者は､所定の｢参加申込書｣と｢参加料｣ 1人800円〔マスターズ陸上:2000円､

キンボール(子ども):400円､ドッヂピー1チーム:2000円〕を添えて､居住地市町村

生涯スポーツ所管課へ申し込む｡

申込期限:4月13日(火) (種目により異なるので注意)
･^'ゲ-~トボーール･ワ>Jlワントバレーザー'L･バウンドテニス･マスタ｢ズ勘.A.･どこチ′マレ-一･7

7十一クダンス･ニューー71ボーッL'.=ついては､蝉{.llIlJJ川体に申し込･LFこと｡

(上記種目の受付団体は､締切後速やかに下記③に準じ実行委員会事務局(県民スポーツ課)へ

申し込む｡)

②参加申込後に参加を取り消した場合､参加費の返金はしない｡

③市町村生涯スポーツ所管課は､名簿及び参加資格等を確認の上､ ｢参加者数総括申込｣を記入し､

参加チームの｢参加申込書(2部)｣と｢参加料｣を添えて､平成22年4月16日(金)必着

で実行委員会事務局(県民スポーツ課)へ申し込む｡

7　選手の変更をする場合は､代表者会議において認める｡

①　変更手続については､ 『参加選手変更届』を変更選手1名につき1枚作成し､直接代表者会読

に持参すること｡

②　変更選手も､事前に健康診断を受けておくこと｡変更選手が複数でた場合は､ ｢選手変更届｣

を複写して使用すること｡

8　その他

宿泊については､必要に応じて参加者の責任で確保すること｡

【問い合わせ先】

1居住市町村生涯スポーツ所管課または種目別要項に記載の実行委員会事務局



新潟県スポーツフェスティバル参加選手変更届

記載責任者氏名

種目名 ��チーム名 ��

2　参加申込選手(旧選手)

ふりがな 氏名 ��

3　変更選手

ふりがな 氏名 ��性別 ��

生年月日 冖韭���Y�2�諸��饉ﾙ�ﾉD霾�?｢�年齢 �<r�閏ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾒ��

現住所 ��

上記｢2の者｣を｢3の者｣に､変更します｡なお､ ｢3の者｣は､新潟県スポーツフェスティバ

ル種目別大会要項に照らし､適格と認めます｡

平成22年　　月　　日

新潟県スポーツフェスティバル実行委員会委員長　様

印種目別主管担当者氏名

※　コピーして使用

※　代表者会議に提出-変更の連絡-変更許可


