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新潟県スポーツフェスティバル実行委員会委員長

新潟県県民スポーツ課長　川　上　克　也

新潟県バドミントン協会の長　様

第2 3回新潟県スポーツフェスティバル実施要項等について(送付)

本県の生涯スポーツ振興について､日ごろ格別の御協力をいただき感謝申し上げます｡

さて､第2 3回新潟県スポーツフェスティバルを開催するに当たり､下記のとおり関係文書を送付しま

すので関係者や競技者へ御周知いただきますようお願いします｡

チラシとポスターは別途送付いたします｡

[送付文書等]

1第2 3回新潟県スポーツフェスティバル実施要項

2　第2 3回新潟県スポーツフェスティバル種目別実施要項

新潟県スポーツフェスティバル実行委員会事務局

担　当:県民スポーツ課　主事　高橋

電　話:025-280-5951

FAX:025-280-5276



審変遷国
教魂鮎電飽嚢施重層
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0

2主催芸霊芝諾諾悪霊●.讐諾讐㌘意志sa'.票警芸吉子孟宗17号諸芸:

見附市･燕市･魚沼市･南魚沼市･弥彦村･田上町･出雲崎町･湯沢町･津南町･刈羽

村･新潟市･上越市･

3　後　援

4　主　管

5　運営協力

開催市町村教育委員会･中越地区体育指導委員協議会

新潟県スポーツフェスティバル実行委員会

柏崎市グラウンド･ゴルフ協会･柏崎市体育指導委員協議会･新潟県ゲートボール連盟･十日町市バレーボール協

会･三条市ソフトボール協会･新潟県ターゲット･バードゴルフ協会･新潟県網弓僅盟･三条綱引連盟･十日町市

ソフトテニス連盟･南魚沼市バドミントン協会･新潟県ボウリング連盟･津南町インディアカクラブ､燕市バレー

ボール協会･長岡市ワンバウンドバレーボール協会･新潟県ペタンク協会･魚沼市野球連盟･刈羽剣道会･加茂市

サッカー協会･新潟県卓球連盟マスターズ委員会･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･新

潟県エアロビック連盟設立準備委員会･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･ (礼)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･長岡市キンボール

連盟･新潟県フォークダンス連盟
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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
･期日･会場は､実施種目 下記のとおり｡

､､.オープン参加種目(産蕗.全国スポレク贋都道府県代表参加種目) 

No. 們�邵顥m｢�劔劔劔劔劍ｯｩ?｢�市町村 ���｢�参加区分 

1 2 3 4 ��剪�凵･■.､■■◆.- Tヽ.二.;≡.:- � ����√▲■- � ��剴b��忠?｢��h�ﾃ�%�?｢��柏崎市 柏崎市 僮�ﾞ育8苹���ﾈ淙�8ｴﾉD�h���代表(42チーム) 

柏崎市潮風コート ��9Uﾂ�3(6��ｸ8���
日_.ヽ-,㌔ 義 劍�2��� � 亳���� ���6/19(日) 6/18(土) 19(日) 6/12(日) 偖ﾉ?ｩ*ﾈ�2�十日町市稔合体育館 ��9Uﾂ�3(6��ｸ8���

-:.-..:- 劔倅����2�三条.燕総合グラウンド �4��ｸ7h92�

ア � 尼羇�凵R■一- 剪� 

5 �� �� �� � � ���� 剴ﾜ ��劔燕市 �ﾘ�9�X憖,9Zｩ�Xﾏh���オープン 
ヽヽ � � ���� ��白粨���6ﾘ�B��ｲ�

6 7 8 9 1To~ 唏��鶇�B� �� 亳��劍C �/.:I ����I.rr.. ■■-. 僮/㌔ ��俣｢����ｪB��澱��"�?｢��b��?｢��b��忠?｢��b��忠?｢��R��R�?｢��三条市 十日町市 �5(8ﾘ6忠(���ﾈ支ｹｈ蓼���2��オープン 

さ) � ���� � ��粨�2粐籀��罎ﾒ�劔偖ﾉ?ｩ*ﾈ�9�ﾘﾘxﾏh��6X6ｨ5�5(�ｸ6r�オープン r引 � 剪� � ����(耳��耳爾�4/■.､. 剪�

南魚沼市 見附市 津南町 �6h485�7ﾈ�ｸ6y>ﾈｹｸ���オープン ･■ヽ■■.一 � ���� � ��劔�5H4X986�7ｸ4X8ｸﾊ儿ﾙ5��オープシ 

_一､__ 劔 �� � 劔 � �6ﾘ�ｲ��{ーL■二 I:㌔ � �� �� ��劔津南町中等教育学校 ��9Uﾂ�3(6�)Xﾂ��

■一■､ ��∴､∴ 

ll 傚r�剋qバ 劔レ �-ボ 劔こ:L.(:.`J:>:::. -ル 劔剴b�ﾂ�7鋳��"迂"��燕市 �ﾘ�9�ﾈ支5ｨ5h5��ｲ�代表(32トム) 

1妻~ 13 �8�986�4X986�6�8ﾂﾘ7ｸ�ｲ�5｢�7�5�984��劔劔劔劔剴r�"�7鋳�長岡市 �+x圷�8�9j��ﾈ支ｭ��オープン 

6/19(日) 冢ﾙTi�｢�■弥彦村大戸多目的運動場 �4��ｸ7h92�

14 -i~5 ��9D駭ﾈｸR��9D靄Y;��劔劔劔劔剴h�ﾃR�?｢��ﾌ��"�?｢��R�#忠?｢��魚沼市 儘ﾉ��ﾈｸX�ｪI�)8ynﾈｸX�｢�疫ﾉOX檍�ｩo(踪暮:靫ﾈ�｢��オープン 

刈羽村 亂�秤�ｩ�h･Xｧx�5ｨ985��ｷ(8�7(4ｪ84�8ｨ�ｸ6��オープン 

16 ����� 劔 剪�･.ヾ~ヽ.>一 ･一二/,:A ･_.㌔.▲. � ��剴b�#b�?｢��加茂市 ��l韈85H6(4ｨ�ｸ�｢�オープン 

豆 ��� ��ヰ~こ呑 ?I:三! 凵ｨ- 劔��毒 � 劔塗�ﾃR�?｢��出雲崎町 偬���*ﾉ*ﾉj��ﾈ支ｭ��オープン 
~1岳 ��ゝ � ��剞` �-i 劔 � 劔澱��"�?｢��三条市 ���ﾈ支ｭ��オープン 

19 ��剪� � 劔劔辻���ﾊC｢ﾒ�剴b��"�?｢��長岡市 �+x圷�8�8�9zH�8ｺ8ｵｨ�｢�オープン 

細 �� 劔� 劔��� 坪�ｸ���(���ﾚH6ﾘ�ｲ��剴b��"�?｢��湯沢町 �9)�)*ﾈ4ｨ8ｸ6�88�ｸ5ｨ985��ｲ�オープン 

一一~21 �8h6ｨ6��ｸ5H8ｸ7ｨ6(5�ﾒ�劔劔劔劔剴b��?｢��見附市 侈儿ﾘ�9�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��オープン 

2~豆 �5�7ｸ8ﾈ684��劔劔劔劔剴b�#b�?｢��柏崎.市 僮�ﾞ育9�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��オープン 

由 �4)�ﾉ���劔劔劔劔剴R�#忠?｢��小千谷市 傅ﾉ�y$ｨ�9oﾈﾘy�ﾈ支ｭ�(ｨ4�8ｩ���オープン 



Nb. 們�邵顥m｢�期日 倡2ﾙ*ﾉ�｢�会場 伜���ｾiZ｢�

24 �7(�ｸ6�6�8ﾈ�ｲ�7/17(日) ��8葎�2�直江津海岸ビーチバレー常設コート �4��ｸ7h92�

25 �4ﾈ987ｸ�ｸ8ｲ�6/26(日) �+x圷�2�長岡市南部体育館 �4��ｸ7h92�

イ　フリー参加種目 全国スボ･レク祭種目)

Nd. 們�邵顥m｢�弍ｩ?｢�市町村 ���｢�参加区分 

26 箔ｨ�Δ罎簫粫�粨�や粐簽ｩ�r�澱�#R�7鋳�新潟市 ��hｨ8�9�ﾈ支ｭ��フリー 
- 

27 �6ｨ8X�ｸ5�7ﾈ�ｸ62�澱��"�?｢��田上町 �68�9*ﾉ*ﾉj��ﾈ支ｭ��フリー 

注1　参加区分について

(1)代　　表:出場琴の制限あり｡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｡
ヽ ��ﾃ#9D紿ﾈ��ﾈ靈ｲ� ��

(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2 3年4月1日｣垂旦封要項によ___リ∴異なる場合があるので注暴L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

陸上種目は2, 00 0円､小学生以下は無料とする｡

(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｡

11参加申込み

参加希望者 
居住市町村 

生涯スポーツ所管課 ⊂)
実行委員会 

事務局 

(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 陶[ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��9?｢�(水). 〔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､ ｢参加者数総括申込書｣を記入の上､参加チームの｢参加申込書

(2部)｣と｢参加料｣を添えて､寒行委員会事務局____(県事務局まへ申し込む｡

申込締切 陶[ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ���?｢�(月) 

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｡



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の中から､第24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.エーシヨン条の参加については､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o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o

別途､主催者は大会当日のみレクリエーション保険に加入します｡
(参考)第2 3回新潟県スポーツフェスティバルで､主催者が加入する保険の補償内容

1名あたり保険金額-死亡･後遺障害保険金額　3, 000千円
-入院保険金日額　　　　3, 000円

-通院保険金日額　　　　2, 000円

(3)大会中に発生した事敬については､主催者は応急処置のみ行うものとする｡

(4)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｡

(5)参加資格に違反した場合は､そめ時点でその選手又はチームを失格とする｡

(6)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｡

(7)参加資格の違反やその他不正な行為があづた場合は､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ノ iル実行委員会事務局(開催地事務局)

〒945-8511

柏崎市中央町5番5 0号

柏崎市教育委員会スポーツ振興課
TEL:0257-20-7010　　FAX:0257-23-0881

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)

〒9 50-8 57 0 (県庁指定郵便番号)

新潟県　県民生活･環境部県民スポーツ課

TEL: 025-280-5951　FAX: 025-280-5276



第2 3回新潟県スポーツフェスティバル種目別開始時間一覧

′tや.A,.､▲ ��

■-■■■■■ �� �� ��

- 都｣3��8:10 塔｣3��9:00 9:30 
6/19(日) 

▲′ ��� �� �7H6ﾒ�凵� �� � ��

6/12(日) 塔｣���8:00 辻�8:40 
莱 � �� ���-) �� �� �� 

6/19伯) 塔｣���8:30 8:00 9:00 塔｣CR�Ε�R�9:00 8:45 涛｣#��謄3��謄3����｣#����｣�����｣���

6/18(土) 19(日) 塔｣���
) 刄� �� ��トボ 劔 ��

6/12(日) 塔｣3��8:50 涛｣C��10:00 
黛 � �� 坪5�62�刄g. 偃r������示ﾈ�����ﾈ��� �8ｸ7Bｲ�
I � �� ��� ��� ��澱��"�?｢��8:00 塔｣3��9:30 涛｣CR�

､6 � �� �ｨ5"�� ��� ��

6/5(日) 塔｣���8:30 涛｣���9:30 ･三才 � �� 凭饅ｪB�刄t ��(爾ﾒ�ﾔ��� ��

6/19(日) 塔｣���8:30 塔｣CR�9:00 涛｣3��音素 � �� ��別′ 刄hミ ��ヽ � ��

9:00 涛｣���9:30 涛｣S��10:00 9:30 12:50 9:00 9:30 6′19(日) 9 �� ��Jヽ 劍92� � �� 

5/15(日) 塔｣���8:30 ll:30 8:30 塔｣CR��#｣���9:00 12:20 

6/1日土) 12(日) 免ﾃ｣���-'漣､ � �� 倬ｨ6��刪鼈黶｡ーJ ��) �8ﾂ� ��

I､,.ま � ��ワ �986��刄� ��88ﾂ�� 白ｲ��(�ｲ�ル一 途�"�7鋳�8:00 塔｣3��8:45 涛｣���

6/19(日) 塔｣3��8:30 涛｣�R�9:00 涛｣3��13 �� �� �5�92��� ���� 

6′5(日) 予削12旧) 辻�8:30 塔｣CR�9:00 涛｣3��

葉肇 �� �� 剪� ���� ��

8:30 塔｣CR�9:00 涛｣3��5/29(日) 塔｣3��
1声 著��� ��年 � �� � �� 

6/26(日) 塔｣���8:30 塔｣C��9:00 ���｣���
･譲石 � �� 僖������カ ���� �� 

薄 � ��-■ ��ｸ�:B�G#���刧e妻 ��ﾂ�从R� ��塗�ﾃR�?｢��8:00 塔｣3��8:45 涛｣���9:30 

葦章 I � ��諌 �4X5b�刮ﾘ �5��� ��澱��"�?｢��8:00 塔｣3��9:15 涛｣3��lO:00 

6/12(日) 辻�8:00 辻�- 涛｣���上 � �� 
●> ヽ′ � �� ��� 劔�� 

6/12(日) 涛｣3��10:00 ���｣3��ll:00 免ﾃ｣3��L.I:.' � �� ��� �� �� ��

6/5(日) 涛｣���9:30 涛｣S��10:00 ���｣�R�
食 剪�ヽ 刄c �� 

′ヽ � �� 綴��� 劔��

･葦 �2.' �� �7ｸ8ﾊB�刄P �� �� �� 澱�#b�?｢��8:00 塔｣���- 塔｣3��9:00 

秦 � �� �)�ﾉ���� ��ヽ �� ��～.- 迭�#忠?｢��9:00 涛｣3��- 辻�10:00 

箪 剳�O 刄[ �����(耳��耳爾��6��ﾂ�ヾレ 劔剴r��r�?｢��8:00 塔｣3��8:50 涛｣�R�lO:00 

･葦 剳Mノ � ��ヽ 刔2ﾒ�ル 劔剴b�#b�?｢��8:30 塔｣3��8:45 涛｣���9:30 

一恵 .著8 剏ｬ r､ 刄t 一一■ ′ �4壷or�8h�ｲﾘ5��剿�O ボ 劔剴b�#R�7鋳�b��"�?｢��9:00 9:30 涛｣3��謄S���3｣����6ﾓ��｣�����｣���ﾓ�2粤���10:20 10:20 13:30 

第2 3回新潟県スポーツフェスティバル雨天時可否決定連絡先

亮施 � ��1-､rL▲● 啌ﾒ粐罨H�����J｢糒ｩ?�闔ｪI?�粐罐ｲﾓ｢ﾒ�� 
･,.I-ノL- ��ｸ������� �� �� ���� � �� �� � �� �� 啌ﾒ糘��ﾈ���"ﾗ���� �� 

6:00 劔I�ﾞ育9h����ﾈ淙�8ｴﾉD�h���柏崎市教育委員会ス 軒一ツ振興課 ��#Srﾓ#�ﾓs���� 
ラ � ���� ���� ���� 

6:00 劍蓼��陂ﾙ�ﾘﾘx4�8�4X986��三条市福祉保健部健 康づくり課スざJJ 振興係野水寛 ��#Sbﾓ3BﾓSSッ� 

6:00 劍俘�9�X憖,9Zｩ�Xﾏh���新潟県タイツトJf-r コ●舟フ協会須田俊勝 ��#Rﾓ#c�ﾓ#イ��小雨決行 

･■ヽ.二′_. � �� �� �� �� � ���� � ��

6:00 劍�?ｩ*ﾈ�9�ﾘﾘxﾏh��6X6ｨ5��5(�ｸ6r�十日町市ソフトテニス連盟 樺浮晋介 ����ﾓC�#bﾓ��3r�雨天中止 

6:00 劍ﾔﾉ��ﾈｸX�ｪI�)8ynﾈｸX�｢�魚沼市教育委員会生 涯学習室社会体育粧 ����ﾓ3嶋6ss#s"� 

7:00 劔+ﾈﾕﾙ,8､8ｭﾘ7(�ｸ6�6�8ﾈ�ｲ��ﾙ�ﾘ5(�ｸ6r�上越t'-fJl●卜連盟 志賀和孝 ����ﾓ�S3蔦��SR�雨天決行 ヽ- � �� �� ��
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rハー〉＼

年齢別バドミントン実施

1　主′催

2　主　管

項(オTプン参加種目)

新潟県･新潟県教育委員会.･ (財)新潟県体育協貧･ (社)新潟県レクリエ

｢ション協会･新潟県体育指導委員協議会_･長岡市･三条市･柏崎市･小

千谷市･加茂市･十日町市･見附市･燕市･魚沼市･南魚沼市･弥彦村･

田上町･出雲崎町･湯沢町･津南町p･メfl羽如･新潟市･上越市

新潟県スポーツフェスティバル実行委員会

3　運営協力　　南魚沼市バドミントン協会

4　期　　日　　平成23年6月19日(日)

受付8:30. 凉雜��檍ｶ3ΕCR�開始式9:-00 �<Y~ﾘｵｨ､ｨ跂謄3��

5　会　　場　　ディスボード南魚沼(南魚沼市坂戸3 7 2　電話025-773-6620)

6　参加人数と構成

ノ構療-.-7:∫ ��(ﾊﾈ�2�こ7 Sr::<華子牽二L__≡ 劍�hｶ��+rﾘ,Bﾓｨ耳蔗� 

参加区分 僮.=1-⑩歳身上一一 頂��ﾈ8��ｴ��ﾓｦ唐ﾘﾜ闌��2�如意奴キー 

男子 亦ﾒ� 價冷��:i ��~9′ 

女子 勍~2 ��烏去 

(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壕することができる｡

(5)年齢要件
30歳以上

40歳以上

50歳以上

●

●

●

●

●

●

昭和56年4月2日以前に生まれた者

昭和46年4月2月昼前に生まれた者

昭和36年4月2竃以前に生まれた者

7　実施上の規則及び試合方法

(1)実施規則

現行の｢(財)日本バドミントン協恵義技規期｣を準用する｡

(2)試合方法

ア　予選リーグ戦､決勝ト-ナ耳一シト戦で行う｡

イ　勝率が同じ場合の順位決定は葵申頗序たよる占

①ゲーム数の差　　②得失ポイント数の差　③直接対戦の勝敗

ウ　オーダーは､すべて､第1試合30歳以上女子ダブルス､第2試合40歳以
上男子ダブルス､第3試合5 0歳以上混合ダブルスの順とする｡

土　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

新潟県スポニッフ立ステイパル夷行委貞会が行う｡

(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23年4月1日現在とする｡

(2)原則として､種目団体等の垂録の有無は条件としない｡

( 3 )平成2~2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Lo)出

場者並びに第6 6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　衰　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｢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 �/y��� 陶[ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ���9?｢��R��

(2)参加申込後に参加を放り消した場合､-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･傷害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紙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､文字は紺または黒の漢字とする〉｡)

(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｡

なお､別途､主催者は､行事(レク)参加者傷害保険に加入します｡
(参考)第2 3回新潟県スポーツフェスティバルで､主催者が加入する保険の第億内容

1名あたり保険金額-死亡･後遺障害保険金額　3, 000千円
-入院保険金日額　　　　　3, 000円

･･･通院保険金日額　　　　　2, 000円

(3)大会中に発生した事故については､主催者は応急処置のみ行うものとする｡

(4)参加者は､事前に健康診断を受け､大会前には保険証を持参すること｡

12　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の中から､第24回全国スポーツ･レター)
土-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や-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

f引こよって特別な事情がある場合は特例もある｡

<全国スポーツ･レクリエーション祭スポレク'l`ェコとちぎ' 2ィ0 1 1>

開催日　平成23年11月5日(土)～8日(火)

開催地　栃木県内

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】

〒949-6623

南魚沼市六日町8 6 5

南魚沼市民会館内

南魚沼商　社会教育課　生涯スポーツ係

TEL 025-773-6630　FAI 025-7テ2-8161

Iii



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

市町村名 ��

ふりがな -チーム名~ ��I 参加申込者数 ��ﾂ�

連､絡 責任者■ 刳R_箸 � 辻�

T 

(自宅) 

TR 

監~督 刳ﾓ~箸 � 侏ｸ���

生年月日■ ��ﾂ�･-JF年野..1: 

恥 僖詛R���ｲ���ふり∴が_な- 唔�iD霾闔ｩ?･��一筆毎 仗X�粳U��
氏:_名 

1 �2�撃�0 読 上■: 傚r� �� ��

2~ 剳�r� �� ��

3 ��E���X�緯��や�決�2��&｢� �� ��

4 劔&｢� �� ��

5 鉄�ﾒ�<r��ﾞH�2��ｩ&｢ﾒ� �� ��

6 劍���� �� ��

+7 ���� �� �� -交 代 早 剪�

㌔.一一8 剪� �� ��

ノ　　J

づ

ぐ　　　　　　　　　　(コピーを提出)

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

※　年齢は平成2 3年､4丹1七月溌在の葉年齢を記入するとと｡

◆　年齢要件　30歳以上(昭和56年4月2日以前に生まれた者)
40歳以上(昭和46年4月2B以前に　　〝　)

50歳以上(昭和36年4月2日以前に　　〝　)

参加料 1人800円 嶺ｧ飩ｩZｨ爾�円 

｢ー



第2 3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 3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23年4月1日現在の満年金を記入すること｡ (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0

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〔マスターズ陸上は2, 00

0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｡　※小学生以下は無料

申込期限:4月13日一一.(水) (種目により異なるので注意)

※ゲートボール･バウンドテニス･マスターズ陸上･スポレック･ビーチバレー･フォークダン

ス･ニュースポーツについては､運営協力団体に申し込むこと｡

(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｡)

(診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23年4月18日(月)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｡

③変更前の選手の参加料は返金しない｡また､変更後の選手から参加料は徴収しない｡

④ただし､事前に変更届を提出する必要がある種目もあるため､種目別参加要項を確認すること｡

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】

■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

1　種目名
記塵責任者氏名

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 俐��閏ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾒ��

現住所 ��

[変更理由]

Em m　　こ二二1　E=　　二二二二〇　　こ二二二コ　　こ二二1　Em E=コ　　m E二二コ　ヨ 以下､種目運営担当者記入欄

上記｢2の者｣を｢3の者｣に､変更しました｡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23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

種目運営担当者　氏名

※　変更選手が複数でた場合は､コピーして使用すること

※　チーム責任者は代表者会議に提出-代表者会議にて変更の許可-種目運営担当者は大会終了後､事務局記

入欄に記入の上､県事務局へ提出｡ (事前に変更届を提出する種目もあるため､種目別要項を確認してくださ
い)


