
鎖　　　　　　　　　　　　　　　　　東日本大震災復興支援｢とどけようスポーツの力を東北へ!｣

S彊§離間S MAST蹴J脳聞2013
大人たちの､さらなる発展と健康を願うスポーツの祭典｡
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※水泳競技は9月7日(土) ･8日(日)

※ゴルフ競技は9月1 1日(水)～13日(令)
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水泳　　　　　サッカー　　　　　テニス　　　　バレーボール　バスケットボール　　自転車競技　　　ソフトテニス　　　軟式野球　　　ソフトボール　　　バドミントン　　　　空手道　　　　ボウリング　　　　ゴルフ
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の主催:公益財団法人日本体育協会､北九州市､公益財団法人北九州市体育協会㊥共催:福岡県､公益財団法人福岡県体育協会の後援:文部科学省､公益財団法人日本オリンピック委員会､NN持､一般社団法人共同通信社

B本カキ生んだ埋葬のスポーツ

｢▲'Iゴ在JI▲11 この事業は競輪の補助金を受けて実施していますb
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開会式(前夜祭)

醒醒醒聞聞蘭画闇醒国闘醒醒
圃圃聞圃開聞閣国訓圃醒圃醒

穀　⑬　⑬

リーガロイヤルホテル小倉

文化記念プール　　雄藩繭

本城陸上競技場

鞘ケ谷競技場

本城運動場

桃園庭球場　　　　隷騒粟

穴生ドーム

新日銭住金大谷体育館

九州共立大学　　　課輔西

折尾スポーツセンター　欺瞞西

小倉北体育館

小倉南体育館

北九州市立大学　　部麗商

総合体育館

小倉西高等学校

北九州メディアドーム　郡禽光

三萩野庭球場　　　勘合批

③　⑧　⑬　　　　文化記念庭球場

門司球場　　　　　開　高

北九州市民球場　　が倉北

若松球場　　　　　蕃　松

桃園球場　　　　　八幡東

本城轢場　　　　　j (幡西

的揚油球場　　　　課幡西

ひびをコスモス運動場　若　松

番目中央運動場　　八幡西

的揚油体育館　　　欺幡西

若松体育館　　　　若　松

桃園シティボウル　Jt幡東

着船ゴルフ倶楽部

小倉カンツリー倶楽部

20 1 3年4月22日現在

△:開会式(前夜祭)　●:開始式後競技　○:競技

◆:公式練習後開始式　※予備日

- 兀..言開 ∴∴ ''財B.臥J詩想題m 儘���������������

/潔 �� ������Δ�響 

:∴∴ 

＼ �����2�∴∴ �� ��

㊨:競技終了後表彰式　▲:公式練習
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期　　日: 2013年9月13日(金)

時　　間:受付16:00　開会17:00　閉会19:00

会　　場:リーガロイヤルホテル小倉

〒802-0001福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2

TEL:093-53十1 1 21

◇電車で: JR小倉駅　新幹線口より徒歩3分(空中回廊直結)

◇バスで:西鉄バス小倉駅前バス停下車徒歩3分

◇車　で:北九州市高速｢小倉駅北｣ランプより2分

参加費用: 1人5,000円(軽食､飲物､記念品付)

申し込み: ●各競技参加申込書に添付されている｢日本スポーツマスターズ参加登

録用紙｣にてお申し込みください｡

●参加者多数の場合は抽選にて決定し､抽選結果と参加費支払方

法を通知します｡

●当日参加は一切できません｡

【写真提供オールスポーツコミュニティ
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【主催】
公益財団法人日本体育協会スポーツ推進部国内課--･---･･- TEL.03-3481_221 5

日本スポーツマスターズ2013北九州大会実行委員会事務局･･････-- TEL,093-533-9322

公益財団法人北九州市体育協会

【実施競技団体]
公益財団法人日本水泳達盈
公益財団法人日本サッカー協会
公益財団法人日本テニス協会
公益財団法人日本バレーボール協会
公益財団法人日本バスケットボール協会--･---

公益財団法人日本自転車競技連理
公益財団法人日本ソフトテニス連盟
公益財団法人全日本軟式野球連盟
公益財団法人日本ソフトボール協会
公益財団法人日本バドミントン協会
公益財団法人全日本空手道連盟
公益財団法人全日本ボウリング協会
公益財団法人日本ゴルフ協会

TEL,093-652-5007

TEL,03-3481 -2306

TEL,03-3830-1 809

TEL,03-3481 -2321

TEL,03-5786-21 00
･･- TEL.03-3779-3101

TEL,03-3582-371 3

TEL.03-6417-1654

TEL,03-3404-8831

TEL,03-3481 -2380

TEL,03-3481 -2382

TEL,03-5534-1 951

TEL,03-3452-4501

TEL,03-3566-0003

日本在住者で平成25年4月1日現在35歳以上を原則とする｡ (詳細は競技ごと別に定める)

◎申込締切-7月上旬頃(詳細は競技毎にご確認ください)

◎申込先-各都道府県競技団体
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