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第 51回全国ろうあ者体育大会 

ごあいさつ 

 

ろう者スポーツ選手の皆さま、こんにちは。 

このたび、2017（平成 29）年 9月 21 日（木）～24 日（日）の 4 日間、静

岡市、牧之原市、藤枝市において、一般財団法人全日本ろうあ連盟主催「第

51 回全国ろうあ者体育大会」が開催される運びとなりました。 

毎年、全国各地域持ち回りで開催する歴史あるこの大会は第 51 回となり、

競技は 10 競技を行います。 

富士に挑む！跳ぶ！駆ける！心と体！ 

世界文化遺産に指定された富士山のふもとである静岡県は豊かな自然に囲

まれ、まぐろやお茶、うなぎ、みかんなど海の幸にも山の幸にも恵まれたと

ころです。また、徳川家康公が最後の住処として愛した街でもあり、家康公

の魂が眠る久能山東照宮の他、登呂遺跡や丸子宿など歴史遺産が数多くあり

ます。 

大会のテーマには、選手の皆さまが日本一の富士を越えるほどの力を発揮

し、生涯の思い出にしていただきたいとの願いを込めました。 

 

静岡での開催は、1984（昭和 59）年の第 18 回大会以来、33 年ぶりの 2 回

目となります。あの時の感動を多くの方々と共有できることをうれしく思う

と同時に、私たち実行委員はじめ関係者一同、「おもてなし」の心を胸に、多

くの選手の皆さまのご来静を心よりお待ちいたしております。 

 

2017（平成 29）年 4 月吉日 

 

第 51 回全国ろうあ者体育大会実行委員会 

実行委員長  藤原 基時 

（公益社団法人静岡県聴覚障害者協会会長） 
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第 51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 51回全国ろうあ者体育大会 

       ①第 63回野球競技        ⑥第 36回テニス競技 

       ②第 51回卓球競技        ⑦第 30回ボウリング競技 

       ③第 49回バレーボール競技     ⑧第 25回ソフトボール競技 

       ④第 47回陸上競技        ⑨第 25回バドミントン競技 

       ⑤第 37回サッカー競技      ⑩第 18回バスケットボール競技 

 

３．開催日程  2017年 9月 21日（木）～ 24日（日） 

 

４．会  場  静岡県内（静岡市・牧之原市・藤枝市） 

 

５．主  催  一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

６．主  管   

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会・第 51回全国ろうあ者体育大会実行委員会 

 

７．競技主管 

静岡県野球連盟、静岡県卓球協会、静岡県バレーボール協会、一般財団法人静岡陸上競

技協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡県テニス協会、静岡県ボウリング連

盟、特定非営利活動法人静岡県ソフトボール協会、静岡県バドミントン協会、静岡県バ

スケットボール協会（順不同） 
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８．後  援 （予定） 

スポーツ庁、厚生労働省、（公財）日本体育協会、（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、日本デフスポーツ団体協議会、全国聾学

校長会、全国聾学校体育連盟、 

静岡県、静岡市、牧之原市、藤枝市、（公財）静岡県市町村振興協会、静岡県市長会、

静岡県町村会、静岡県議会、静岡市議会、牧之原市議会、藤枝市議会、静岡県教育委員

会、静岡市教育委員会、牧之原市教育委員会、藤枝市教育委員会、（公財）静岡県障害

者スポーツ協会、（公財）静岡県体育協会、（公財）静岡市体育協会、 

（特非）牧之原市体育協会、（特非）藤枝市体育協会、（社福）静岡県社会福祉協議

会、（社福）静岡市社会福祉協議会、（社福）牧之原市社会福祉協議会、（社福）藤枝

市社会福祉協議会、（社福）静岡県身体障害者福祉会、（特非）静岡市身体障害者団体

連合会、牧之原市身体障害者福祉会、藤枝市身体障害者福祉会、（一社）静岡県医師

会、（公社）静岡県看護協会、 （一社）静岡県商工会議所連合会、ライオンズクラブ

国際協会 334‐C地区、（公財）静岡県労働者福祉基金協会、（特非）静岡県ボラン 

ティア協会 

（特非）静岡県中途失聴・難聴者協会、（一社）全国要約筆記問題研究会静岡県支部、

静岡県聴覚障害者親の会、静岡難聴児を持つ親の会、静岡盲ろう者友の会、 

朝日新聞静岡総局、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、毎日新聞静岡支局、読

売新聞静岡支局、㈱テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、 

ＮＨＫ静岡放送局（順不同） 

 

９．協  賛 （予定） 

 大塚製薬㈱ 

 

10．協  力 （予定） 

静岡県手話通訳問題研究会、静岡県手話通訳士協会、静岡県手話サークル連絡会 
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11．日程及び会場  

期間：2017年 9月 21日（木）～24日（日） 

月日 時間 内容 会場 市 

9/21

(木) 

13:00～21:00 
連盟スポーツ委員会 

第２回会議 
静岡県総合社会福祉会館 静岡市 

17:00～18:00 実行委員会との打合せ 

19:00～21:00 第２回競技運営合同会議 

9/22 

(金) 

9:00～ 9:50 競技別担当者打合せ会 

静岡県草薙総合運動場 

静岡市 

10:00～12:00 監督主将会議 

14:00～16:00 開会式 

17:30～19:30 加盟団体体育部長懇談会 
静岡県総合社会福祉会館 

19:30～20:30 全国体育大会検討作業委員会 

9/23 

(土) 
9：00～17：00 

第 63回野球競技（軟式） 

静岡県草薙総合運動場 硬式野球場 

静岡市 
静岡県草薙総合運動場 軟式野球場 

静岡市西ヶ谷総合運動場 野球場 

静岡市清水庵原球場 

第 51回卓球競技 静岡県武道館 藤枝市 

第 49 回バレーボール競技 静岡県草薙総合運動場 体育館 静岡市 

第 47回陸上競技 静岡県草薙総合運動場 陸上競技場 静岡市 

第 37回サッカー競技 清水ナショナルトレーニングセンター 静岡市 

第 36回テニス競技 静岡県草薙総合運動場 庭球場 静岡市 

第 30回ボウリング競技 ボウルアピア静岡 静岡市 

第 25回ソフトボール競技 榛原総合運動公園 グラウンド 牧之原市 

第 25回バドミントン競技 静岡市北部体育館 静岡市 

第 18 回バスケットボール競技 静岡市南部体育館 静岡市 

9/24 

(日) 

9:00～15:00 

第 63回野球競技（軟式） 
静岡県草薙総合運動場 硬式野球場 

静岡市 
静岡県草薙総合運動場 軟式野球場 

第 51回卓球競技 静岡県武道館 藤枝市 

第 49 回バレーボール競技 静岡県草薙総合運動場 体育館 静岡市 

第 47回陸上競技 静岡県草薙総合運動場 陸上競技場 静岡市 

第 37回サッカー競技 清水ナショナルトレーニングセンター 静岡市 

第 36回テニス競技 静岡県草薙総合運動場 庭球場 静岡市 

第 30回ボウリング競技 ボウルアピア静岡 静岡市 

第 25回ソフトボール競技 榛原総合運動公園 グラウンド 牧之原市 

第 25回バドミントン競技 静岡市北部体育館 静岡市 

第 18 回バスケットボール競技 静岡市南部体育館 静岡市 

15:00～16:00 閉会式・表彰式 各競技会場 
     

     

9/21(木) 
大会本部 

静岡県総合社会福祉会館 
静岡市 

9/22(金）～24(日) 静岡県草薙総合運動場 

9/22(金） 託児（開会式） 静岡県草薙総合運動場 静岡市 

9/23(土)～24(日） 託児（競技） 
静岡県草薙総合運動場 静岡市 

静岡県武道館 藤枝市 
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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/zenkoku）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、卓球、バレーボール、陸上、ボウリング、ソフトボール、バドミントンです） 

  

(1)第 51回 卓球競技 
 前 回 今回の変更・追加 

３．出場資格 (3)個人戦（男女シングルス）のうち、

一般の部は年齢制限はないが、シ

ニアの部は男子は 40歳以上、女子

は 35歳以上希望者とする。 

(3)個人戦（男女シングルス）のう

ち、一般の部は年齢制限はない

が、シニアの部は男女とも 40 歳

以上希望者とする。 

６．申し合わせ

事項 

(3)ゼッケン 

(4)会場 

(5)個人 

(6)試合 

(7)招集 

 

 

(3)団体戦の場合、試合に出ないベ

ンチメンバーは選手と同じユニ

フォームは着用しなくてもよい。

また、ユニフォームではない半袖

シャツの着用も認めるとする。 

(4)ゼッケン 

(5)会場 

(6)個人 

(7)試合 

(8)招集 

  

(2)第 49回バレーボール競技 

 前 回 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

ロックに限り、連合チームを編成す

ることができる。方法として単独チ

ームを組むチームに加入、また単独

チームを編成できない加盟団体同士

がチームを組んでもよい。この場合、

後者については、連合であることが

明確なチーム名にすること。 

所属ブロック内に、バレーボールチ

ームがない場合に限り、他のブロッ

クのチームに加入することができ

る。 

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

ブロックに限り、連合チームを編成

することができる。方法として単独

チームを組むチームに加入、また単

独チームを編成できない加盟団体

同士がチームを組んでもよい。この

場合、後者については、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、編成が困難、もしくは特別な事

情により他ブロックでのチームで

プレイを希望する場合は、自ブロッ

クとチーム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

加証明書をろうあ連盟に提出する

こと。 
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(3)第 47回陸上競技 

 前 回 今回の変更・追加 

８. 注意事項 (7)走高跳、バー上げ方 

予選で５㎝、決勝で３㎝ずつ上げ

る。 

１位決定の際は２㎝とする。 

(7)走高跳、バー上げ方 

決勝で３㎝ずつ上げる。 

１位決定の際は２㎝とする。 

 

 

(4)第 30回ボウリング競技 

 前 回 今回の変更・追加 

４．チームの編

成 

(1)男子団体は１チーム４名、女子

団体は１チーム３名とする。 

(2)団体戦で自チームが定員に満た

ない場合、当該ブロックの加盟団

体から男子は２名まで、女子は１

名まで補充できる。 

 

(1)男子団体は１チーム４名、女子団体

は１チーム３名とする。 

(2)団体戦で自チームが定員に満たない

場合、当該ブロックの加盟団体から男

子は２名まで、女子は１名まで補充で

きる。 

 (3)当該ブロックの補充で満たされな

い場合は、隣接ブロックから加えても

良い。ただしこの場合、当該ブロック

及び隣接ブロック体育部長の許可を

要する。 

７．スタート、

ゲームセットに

ついて 

 

(1)スタートの合図時に遅刻した場

合は失格とする。 

 

(2)スタートの合図は緑色、ゲーム

セットは赤色の旗を用いる。 

(1)スタートの合図時に遅刻した場合は

そのゲームは無効とし、次のゲームか

らスタートとする。 

(2)投球練習開始、スタートの合図は緑

色、投球練習終了の合図は赤色の旗を用

いる。 

９．使用ボール

について 

 

(1)ボールラックには使用ボール２

個までとする。 

(2)ボールラックが狭い時は、ラッ

クの下に置くこと。 

(3)参加選手はマイボールを使用す

ること。 

(4)ボールにテープ類の付着等、投

球に有利な工作をした場合は失

格とする。 

(5)競技中のボールの破損、損傷に

ついては主催者も会場責任者も

責任を負わない。  

(1)ボールラックには使用ボール１個ま

でとする。 

(2)削除 

 

(2)参加選手はマイボールを使用するこ

と。 

(3)ボールにテープ類の付着等した場合

は失格とする。 

 

(4)競技中のボールの破損、損傷につい

ては主催者も会場責任者も責任を負

わない。  

11．競技服装等 (1)ユニフォーム着用を義務とす

る。着用なしは失格とする。また

スポーツにふさわしくないユニ

フォーム、服装、ハチマキなどは

認めない。 

(3)団体戦の選手は、全員同じユニ

フォームを着用すること。 

 

(1)ユニフォーム着用を義務とする。着

用なしは失格とする。またメーカーのロ

ゴが大きく出ているユニフォーム、服

装、バンダナなどは認めない。（但し、メ

ーカーのロゴが４ｃｍ×４ｃｍ未満は

可） 

(3)団体戦の選手は、全員同じユニフォ

ームを着用すること。 

男子団体は統一色、統一デザインのス

ラックスとする。 
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女子団体は統一色、統一デザインのス

カートまたはキュロット、スラックスと

する。 

13．その他 

 

(1)メンバー及び投球順の変更は、

所定用紙にて監督・主将等合同会

議の終了までに提出すること。以

降変更は出来ない。 

 

 

(1)メンバー及び投球順の変更は、所定

用紙にて監督・主将等合同会議の終了ま

でに提出すること。以降変更は特別な理

由がない限りゲームの投球順序の交代、

競技者の交代はできない。ただし、やむ

を得ない事情で投球不可能となった場

合、スペア（補欠）登録されているメン

バーに限り交代することができる。 

(6)会場の都合を考え、１人最大６個の

ボールを持ち込み可とする。 

 

(5)第 25回ソフトボール競技 

 前 回 今回の変更・追加 

２．競技規定 大会開催年度の（公益財団)日本ソ

フトボール協会オフィシャル・ルー

ル及び本大会申合せ事項による。 

大会開催年度の（公財)日本ソフトボー

ル協会オフィシャル・ルール及び本大会

申合せ事項による。 

６．競技方法 (2)試合は、７イニング制と時間制

を併用し、どちらか先に達した時点

で試合終了とする。７回を終了して

同点の場合は８回よりタイブレー

カーを適用する。 

 ③５回以後７点差の場合はコー

ルドゲームとする。但し、決勝

戦を除く。 

 ④決勝戦は７回とする。同点の場

合は８回よりタイブレーカーを

適用する。時問制限なし。 

⑤タイブレーカーは継続打順と

し、前回の最終打者を２塁走者

とし、無死２塁の状態から１イ

ニングを行う。７回終了または

時間が来ても勝敗が決定しない

場合、タイブレーカーを行う。な

お、タイブレーカーを２回実施

しても勝敗がつかない場合、抽

選により勝敗を決定する（決勝

戦をのぞく）。また、時間切れが

生じたとき同点の場合は次回よ

りタイブレーカーを適用する。 

(2)試合（決勝戦を含む）は、７イニング

制と時間制を併用し、どちらか先に達

した時点で試合終了とする。７回を終

了して同点の場合は８回よりタイブ

レーカーを適用する。 

 ③５回以後７点差の場合はコールド

ゲームとする。 

 

④は削除 

 

 

④タイブレーカーは継続打順とし、前

回の最終打者を２塁走者とし、無死

２塁の状態から１イニングを行う。

７回終了または時間が来ても勝敗が

決定しない場合、タイブレーカーを

行う。なお、タイブレーカーを２回実

施しても勝敗がつかない場合、抽選

により勝敗を決定する。また、時間切

れが生じたとき同点の場合は次回よ

りタイブレーカーを適用する。 

 

９．競技用具 

 

(2)一チームの選手のユニフォーム

は同色、同衣装で統一された品位

あるものであること。また、帽子

は同一のものとする。靴は同色の

ものを使用しなければ ならな

い。 

(2)一チームの選手のユニフォームは     

同色、同衣装で統一された品位ある     

ものであること。また、帽子は同一の      

ものとする。 

 

11．競技場 

 

ダブルベースを使用する。  ダブルベースを使用する。 
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外野フェンスを設営すること（71メ

ートル）。 

外野フェンスを設営すること（68.58 メ

ートル以上（225フィート））。 

12．その他 

 

(4)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。 

(4)実行委員会は大会参加申込締切後、

参加チームが 14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旨を伝える

こと。 

 

 

(6)第 25回バドミントン競技 

 前 回 今回の変更・追加 

７.競技服装 

 

服装は（公財）日本バドミントン協会

が公認するもので、背面には選手名・

都道府県名を入れたものを推奨す

る。（日本バドミントン協会 大会運

営規定 第 23～24条参照。）  

 

(3)背面中央には必ず氏名・都道府県

名を日本文字で明記し、文字の色は 

上衣に鮮明に映えるものとする。 

 

 

 

 

 

※規定違反の場合は失格させるこ

とができる。失格と言い渡されたプ

レーヤーは本大会でエントリーして

いるすべての種目において失格とな

る。 

服装は（公財）日本バドミントン協会審

査合格品とする。背面には選手名・都道

府県名を入れたもの、もしくは都道府県

名を入れたものを推奨する。 

（日本バドミントン協会 大会運営規定 

第 23～24条参照。） 

(3)背面中央には必ず氏名・都道府県また    

は都道府県名のみを日本文字で明記

し、文字の色は上衣に鮮明に映えるも

のとする。（服に直接プリントでも可） 

但し、スポンサー、チームデザインを入

れないこと。 

 

 

          

 
  

 ※規定違反の場合は失格させることが

できる。失格と言い渡されたプレーヤー

は本大会でエントリーしているすべての

種目において失格となる。 

９.注意事項 

 

(6)会場内における監督コーチ席利

用は参加登録に記載されている者の

み許可する。 

(6)会場内におけるコーチ席利用は参加

登録者のみ許可する。 
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13. 競技組合せ抽選会について 

【8月 13日（日）の第 1回競技運営合同会議で抽選を行う競技】 

  １：第 51回卓球競技 

  ２：第 47回陸上競技 

  ３：第 36回テニス競技 

  ４：第 30回ボウリング競技 

  ５：第 25回バトミントン競技 

【9月 22日（金）の監督主将会議で抽選を行う競技】 

  １：第 63回野球競技 

  ２：第 49回バレーボール競技 

  ３：第 37回サッカー競技 

  ４：第 25回ソフトボール競技 

  ５：第 18回バスケットボール競技 

14．お問い合わせ先 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

（第 51回全国ろうあ者体育大会実行委員会事務局） 

〒420-0856 

静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館(シズウエル) ５F 

電話 054-254-6303   FAX 054-254-6294 

Eメール 51stdeafsports@gmail.com 

大会サイト http://www.51stdeafsports.com/  
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全国ろうあ者体育大会（夏季）競技会の中止に関して(事情により中止する場合の基準) 
 

１．参加料の返金は「大会参加申込締切日以降、理由の如何にかかわらず返金しない」と

あるため、競技会中止による参加料の返却はない。 

２．但し、主催者の都合による理由の場合、以下を除き、返却する場合がある。 

① 天災地変等、気象条件による場合。 

② 運送機関のスケジュール、交通事情、その他やむを得ない場合。 

③ その他主催者では不可抗力による理由の場合。 

３．競技会実施当日の天候条件によって、決行か中止かの事項は「荒天時における競技実

施態勢については主催者において決定する」となっているが、これを具体的に示した

のが下記である。なお、雨天等による順延は行なわない。 

４．天災地変等、気象条件による場合（地震や津波等） 

（１）当日の実行委員会の受け入れ態勢が整わない場合、主催者団体は実行委員会と確認

のうえ、中止決定とする。 

（２）台風等による場合 

① 実行委員会は、台風が現地に接近する場合、主管競技団体と協議のうえ、競技実

施日の前々日（競技会第一日が土曜日の場合直前の木曜日）の午後６時までに結

果を主催者団体に伝えること。主催者団体は直ちに加盟団体に周知する。 

② 加盟団体はこれが予想される場合、自団体の選手やチームに即連絡ができるよう

に体制をおくのが望ましい。 

５．雨天による場合 

（１）この場合、屋外競技を対象とする。 

   軟式野球競技、陸上競技、サッカー競技、テニス競技、ソフトボール競技 

（２）当日雨天の場合でもグラウンドが使用可能な場合は試合を行う。 

（３）競技実施中の雨天が生じた場合、試合続行か中止かの協議は主管競技団体（審判）

と主催者団体（技術委員）で行い、連盟三役から確認を得て決定する。 

（４）前日雨天の場合、翌日（競技会実施日）の午前７時までに主管競技団体（審判）と

主催者団体（技術委員）でグラウンド（コート）面の状況により、決行か中止また

は待機かを協議する。その日に出場する選手、チームは通常通り集合してもらい、

結果を説明する。 

① その日が、明らかにグラウンド（コート）使用が不可能の場合、中止し、第２日

に備える。 

② 天候の回復が望める場合、待機する。 

③ 第２日もグラウンド（コート）使用が不可能の場合、連盟三役の確認をとり、中

止を決定する。 

④ 実行委員会は監督主将会議で選手、チームへの緊急連絡先を確認し、控えておく

こと。 

６．試合中止による成績の決定 

（１）中止時点で順位が決まっている範囲とする。 

（２）試合中止による代替方法（くじで順位を決める等）は行なわない。 

（３）優勝チームが決まっていない場合、次回大会の優勝旗返還は行なわない。 
 

制定 ２００９年３月８日 

 

10



３－（１） 全国ろうあ者体育大会 競技実施要項規定 

１．実施競技種目 
実施競技種目は次の通りとする。 

各競技の出場資格で言う「ブロック」とは、一般財団法人全日本ろうあ連盟の地域組織（加盟

団体）を全国９地区（北海道、東北、北信越、関東、東海、近畿、中国、四国、九州）に区分

した地域を言う。 

期日 
競 技 種 目 

備 考 
競 技 男子の部 女子の部 

９
月
23
日(

土)
 

～ 

９
月
24
日(
日)

(

２
日
間) 

第 63回 

野球競技 

全国９ブロックから選ばれた 11チーム以内、大会開催地１チーム

以内、合計 12チーム以内によるトーナメント戦 

第 51回 

卓球競技 

団体戦 団体戦 ・シングルス戦は一般とシ

ニアのいずれかに出場

する。 

・ダブルス戦出場者は団体

戦に出場できない。 

一般 シングルス戦 一般 シングルス戦 

シニア シングルス戦 シニア シングルス戦 

ダブルス戦 ダブルス戦 

混合ダブルス戦 

第 49回 

バレーボール競技 
６人制 ６人制 

 

第 47回 

陸上競技 

100ｍ 100ｍ 

・1人２種目まで出場可 

但しリレーを除く 

・男女とも１部・２部の 

種目は共通 

・1部は 39歳以下 

・2部は 40歳以上 

（但し、1部へ出場可） 

200ｍ 200ｍ 

400ｍ 400ｍ 

800ｍ  

1,500ｍ 1,500ｍ 

5,000ｍ 5,000ｍ 

10,000ｍ  

４×100ｍＲ ４×100ｍＲ 

４×400ｍＲ  

110ｍＨ  

走幅跳 走幅跳 

走高跳 走高跳 

三段跳  

砲丸投 砲丸投 

やり投 やり投 

円盤投  

第 37回 

サッカー競技 

全国９ブロックから選ばれた７チーム以内、大会開催地１チーム以

内、合計８チーム以内によるトーナメント戦 

第 36回 

テニス競技 

Ａクラスシングルス戦 Ａクラスシングルス戦 

・ＡクラスかＢクラスの 

いずれかに出場する。 

Ａクラスダブルス戦 Ａクラスダブルス戦 

Ｂクラスシングルス戦 Ｂクラスシングルス戦 

Ｂクラスダブルス戦 Ｂクラスダブルス戦 

第 30回 

ボウリング競技 

団体戦 団体戦  

個人戦 個人戦 

第 25回 

ソフトボール競技 

全国９ブロックから選ばれた 13チーム以内、大会開催地１チーム

以内、合計 14チーム以内によるトーナメント戦 
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第 25回 

バドミントン競技 

１部シングルス戦 １部シングルス戦 

・種目は１種目から全種目

まで参加できる。 

１部ダブルス戦 １部ダブルス戦 

２部シングルス戦 ２部シングルス戦 

２部ダブルス戦 ２部ダブルス戦 

混合ダブルス戦 １部・２部 

第 18回 

バスケットボール

競技 

５人制 ５人制 

 

 

２．表   彰 

(1) 夏季体育大会の表彰は次のとおりとする。 

ただし、各競技各種目において、参加者（参加チーム）が少ない場合は、下記のとおりとする。 

①同一区分の参加人数が３人まで（団体戦、陸上競技リレーは参加３チームまで）優勝のみ  

②同一区分の参加人数が６人まで（団体戦、陸上競技リレーは６チームまで）優勝、準優勝のみ 

③同一区分の参加人数が７人以上（団体戦、陸上競技リレーは７チーム以上）優勝、準優勝、３位 

(2) ※印の前年度団体戦優勝チーム（軟式野球、ソフトボールは準優勝チームにも）に対して、 

男女別に記念レプリカを授与する。 

軟式野球競技 

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回りの優勝旗・杯、全員に金メダル 
賞状、持回りの準優勝杯、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最高殊勲選手賞、最優秀投手賞、最優秀打者及び敢闘
賞に楯又はトロフィー 

卓球競技 

団体戦 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回りの優勝旗、選手全員に金メダル 
男女別に賞状、選手全員に銀メダル 
男女別に賞状、選手全員に銅メダル 

シングルス戦 
（一般・シニア別） 

(男女別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別(一般・シニア別)に賞状、金メダル 
男女別(一般・シニア別)に賞状、銀メダル 
男女別(一般・シニア別)に 賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(男女別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別に賞状（２人）、金メダル（２人） 
男女別に賞状（２人）、銀メダル（２人） 
男女別に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

混合ダブルス戦 
優勝組 
準優勝組 
第３位組 

賞状（２人）、金メダル（２人） 
賞状（２人）、銀メダル（２人） 
賞状（２人）、銅メダル（２人） 

バレーボール 
競技 

※優勝チーム（男女別） 
準優勝チーム（男女別） 
第３位チーム（男女別） 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

陸上競技 

各種目 
(男女別) 
(１部・２部別) 

第１位 
第２位 
第３位 

男女別(１部・２部別)に賞状、金メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銀メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銅メダル 

リレー 
(男女別) 

第１位 
第２位 
第３位 

男女別に賞状、金メダル（４人） 
男女別に賞状、銀メダル（４人） 
男女別に賞状、銅メダル（４人） 

男女別団体対抗 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗 
男女別に賞状 
男女別に賞状 

(1)新記録等優秀な記録を出した選手に男女別の最優秀選手賞としてトロフィー又は楯

を授与する 

(2)参加者全員に記録証を発行する。但し、リレーは１チームに１枚とする。 
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サッカー 
 競技 

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
賞状、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最優秀選手賞（１人）、優秀選手賞（ベスト４チームか
ら各 1 名）に楯またはトロフィー 

テニス 
競技 

シングルス戦 
(Ａ・Ｂクラス別) 

(男女別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、金メダル 
男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、銀メダル 
男女別（Ａ・Ｂクラス別）に賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(Ａ・Ｂクラス別) 

(男女別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、金メダル（２人） 

男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、銀メダル（２人） 

男女別(Ａ・Ｂクラス別)に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

ボウリング 
競技 

団体戦（男女別） 
※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

個人戦（男女別） 

優勝 
準優勝 
第３位 
４位～６位 

男女別に賞状、金メダル 
男女別に賞状、銀メダル 
男女別に賞状、銅メダル 
男女別に賞状 

個人戦最高得点者 男女別にＨＧ賞、ＨＳ賞に楯またはトロフィー 

バドミントン 
競技 

シングルス戦 
(男女別) 
(１部・２部別) 

優勝 
準優勝 
第３位 

男女別(１部・２部別)に賞状、金メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銀メダル 
男女別(１部・２部別)に賞状、銅メダル 

ダブルス戦 
(男女別) 
(１部・２部別) 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、金メダル（２人） 
男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、銀メダル（２人） 
男女別(１部・２部別)に賞状（２人）、銅メダル（２人） 

混合ダブルス戦 
（１部・２部別） 

優勝組 
準優勝組 
第３位組 

賞状（２人）、金メダル（２人）（１部・２部別） 
賞状（２人）、銀メダル（２人）（１部・２部別） 
賞状（２人）、銅メダル（２人）（１部・２部別） 

ソフトボール 

競技 

※優勝チーム 
準優勝チーム 
第３位チーム 

賞状、持回り優勝旗・杯、全員に金メダル 
賞状、持回りの準優勝杯、全員に銀メダル 
賞状、全員に銅メダル 

個人賞 
最高殊勲選手賞、最優秀選手賞、最優秀打者および敢
闘賞に楯またはトロフィー 

バスケットボー

ル競技 

団体戦 
(男女別) 

※優勝ﾁｰﾑ 
準優勝ﾁｰﾑ 
第３位ﾁｰﾑ 

男女別に賞状、持回り優勝旗、全員に金メダル 
男女別に賞状、全員に銀メダル 
男女別に賞状、全員に銅メダル 

３．大会参加資格について 

(1) 役員は、連盟の会員であって、定められた大会参加料を納入した者。また、連盟会員でない健聴

者の監督・コーチ等で、大会参加料を納入した者。 

(2) 選手は、連盟の会員であって、定められた大会参加料を納入した 16歳以上の聴覚障害者。 

(3) 連盟会員でない聴覚障害者の高校生で、定められた大会参加料を納入した者。加盟団体は参加申

込用紙に、その選手の学校名、在学年度を明記しなければならない。 

４．大会参加料について 

(1) 選手・役員等の参加に要する費用は、所属団体又は各自において負担する。 

(2) 卓球・テニス・バドミントン競技で、ダブルス戦のみ出場する場合でも、基本参加料は負担しな

ければならない。 

(3) 監督・コーチ・マネージャー・スコアラー等競技役員は、選手と同額の基本参加料を納入するも 

のとする。 

(4) 連盟加盟団体役員(体育部長含む)は、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会役員（当委

員会技術委員も含む）とし、基本参加料を納めなければならない。 

(5) 一旦納入した参加料は、大会参加申込締切日以降、理由の如何にかかわらず返金しないものとす 

る。参加キャンセルによる返金は認めない。また、参加キャンセルによる代理選手は新たに参加料 

を納入しなければならない。 
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【基本参加料】選手・競技役員の参加料    

種   目 単 位 参加料 

野球  卓球  バレーボール  サッカー    

バドミントン ソフトボール  バスケット

ボール 

１人 ５，０００円 

テニス １人 ５，５００円 

ボウリング  陸上 １人 ８，０００円 

 

【ダブルス参加料】 
  

卓球  バドミントン 
ダブルス１組 

（１人あたり） 

２，０００円 

（１，０００円） 

テニス 
ダブルス１組 

（１人あたり） 

２，５００円 

（１，２５０円） 

   ※ダブルス種目参加料については、次ページの「〔参考〕ダブルス種目のある競技の 

参加料早見表」をご参照ください。 

 

    【団体参加料】チーム単位の参加料 

種   目 単 位 参加料 

野球  サッカー ソフトボール １チーム ６，０００円 

卓球  陸上 １チーム ３，０００円 

バレーボール  バスケットボール １チーム ４，０００円 

ボウリング 
男子１チーム １６，０００円 

女子１チーム １３，０００円 

 

【加盟団体代表役員参加料】    

    参加料 

連盟加盟団体役員、一般財団法人全日本ろうあ

連盟スポーツ委員会役員（当委員会技術委員も

含む） 

１人 ５，０００円 

 

【高校生の参加料】 別紙（18ページ） 高校生参加料一覧表を参照してください。 

（専攻科の方は対象外となります。） 
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〔参考〕 ダブルス種目のある競技の参加料早見表 

〔説 明〕      

 ① 第１種目参加料はシングルスやダブルスに関わらず基本参加料とする。 

   基本参加料は、卓球 5,000円、テニス 5,500円、バドミントン 5,000円。 

 ② 第２種目からダブルス戦に出場する場合、追加料金として１組 2,000円(テニスは 2,500円)で、 

   １人 1,000円（テニスは 1,250円）となる。 

 ③ 各競技で希望種目数により、下記通りの組合せで、一人あたりの参加料を算出する。 

 

１．卓球競技    

〔参加条件〕 ①団体戦出場選手はシングルス戦に参加できるが、ダブルス戦には参加できない。 

 ②団体戦出場選手も基本参加料を納める。 

 ③ダブルス戦（男・女）と混合ダブルス戦は、どちらにも参加できる。 

 ④シングルス戦は、全選手が出場できる。 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 

 A選手 5,000   5,000 

１種目希望 B選手  5,000  5,000 

 C選手   5,000 5,000 

 A選手 5,000 1,000  6,000 

２種目希望 B選手  5,000 1,000 6,000 

 C選手 5,000  1,000 6,000 

３種目希望 A選手 5,000 1,000 1,000 7,000 

      

２．テニス競技  

〔参加条件〕 
①選手はＡクラスとＢクラスのどちらかに出場できるが、両クラス同時出場はでき

ない。 

 ②Ａクラス、Ｂクラスも、シングルス・ダブルスの単数、複数出場はできる。 

 ③第１日目シングルス、第２日目ダブルスを行う。 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 

１種目希望 
A選手 5,500   5,500 

B選手  5,500  5,500 

２種目希望 A選手 5,500 1,250  6,750 
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３．バドミントン競技    

〔参加条件〕 ①１種目から全種目まで参加できる。 

 ②１部の選手は２部のダブルスに出場することはできない。 

 
（例．１部の選手と２部の選手がペアを組む場合、１部ダブルスに出場しなければなら

ない。） 

希望種目数 例 シングルス 
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ or 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 参加料合計／１人 

 A選手 5,000   5,000 

１種目希望 B選手  5,000  5,000 

 C選手   5,000 5,000 

 A選手 5,000 1,000  6,000 

２種目希望 B選手  5,000 1,000 6,000 

 C選手 5,000  1,000 6,000 

３種目希望 A選手 5,000 1,000 1,000 7,000 

 

５．記録発表 

 競技記録は、大会本部から発表する。 

 

６．注意事項 

(1) 大会参加申込締切日以降の出場選手の変更について 

事故等による選手、監督、コーチ等の変更は、別紙（（様式Ⅰ）「登録選手変更届」・（様式Ⅱ）「監督・

コーチ変更届」）を９月 22 日(金)10:00 開始の監督主将会議に提出すること。期限を過ぎての提出、

また選手の追加は認めない。 

① 登録選手の変更   → （様式Ⅰ）「登録選手変更届」により届ける。 

② 監督・コーチの変更 → （様式Ⅱ）「監督・コーチ変更届」により届ける。 

③ ボウリング競技の登録選手及び投球順の変更 → （様式Ⅲ）「メンバー及び投球順変更届」によ

り届ける。 

(2) ダブルスのペア編成について（卓球競技、テニス競技、バドミントン競技） 

① ダブルスのペアが組めないということは、例えば、１加盟団体で選手一人しかいなく、ダブルス

の必要条件を満たせない場合をいう。 

② 他の加盟団体の者とダブルスペアを組む場合、本人は別紙（様式Ⅳ）「ダブルス組合せ同意書」に

他の加盟団体の選手氏名を記入し６月 15 日(木)までに所属協会へ提出すること。提出があった加

盟団体(所属協会)は、他の加盟団体の同意を得て６月 30日(金)までに実行委員会に提出すること。

ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。  

(3) チーム編成について（バレー競技） 

① 男女とも、都道府県ブロックにおいて、チーム編成が困難、もしくは特別な事情により他ブロックでのチーム

でプレイを希望する場合は、自ブロックとチーム先ブロックの体育部長双方に確認・許可を得ること。 

② 本人は、別紙（様式Ⅵ）「選手参加証明書」に他ブロックのチーム名など必要項目に記入をし、６月15日（木）

までに所属協会へ提出すること。提出があった加盟団体（所属協会と自ブロック）は他の加盟団体及びブロック

の同意を得て６月30日（金）までに実行委員会へ提出すること。ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認め

ない。 

③ 実行委員会は（様式Ⅵ）「選手参加証明書」を受け取った後、速やかに連盟に報告を行う。 
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(4) 監督主将会議 

①各競技の監督主将会議を次のとおり開催する。 

1） 日 時：2017年９月 22日（金）午前 10時～12時 

2） 場 所：静岡県草薙総合運動場 

②本会議への出席資格は、各競技の監督および主将又はその代理人とし、男女各チームでそれぞれ２

名以内とする。 

抽選会のある競技において監督および主将が共に欠席、あるいは遅刻した場合、原則として出場を

取り消したものとみなす。やむを得ず代理人が出席する場合は、別紙（様式Ⅴ）「委任状」を９月

22日(金)10:00に、監督主将会議へ代理人が提出すること。 

(5) ゼッケン 

   ※競技別実施要項を参照。 

(6) 競技会場への入場 

①競技会場への入場は、係役員の指示に従うこと。 

②競技会場へ入場できる者は、競技役員、補助員等競技運営に関わる者、選手、監督、コーチ、指定

された実行委員及び手話通訳等、実行委員会から許可を受けた者に限る。 

(7) 開会式について 

① 今回の大会では静岡県草薙総合運動場体育館「このはなアリーナ」にて行いますので多くの役員・

監督・主将・選手のご参加をお願いいたします。土足禁止ですので必ず上履きをご用意ください。体

育部長は協会旗を必ず持参してください。（旗手は９月 22日（金）13:00までにお集まりください。） 

② 監督、主将、選手はユニフォームを着用すること。 

(8) 盲ろう者への情報保障について 

盲ろう者への通訳介助は開始式・競技会場内に限り実行委員会が用意します。大会に参加をする方で

通訳介助を希望される場合は実行委員会までご連絡ください。なお会場までの通訳介助者は各自で手

配ください。(通訳介助者の大会参加費は無料です) 

 

 ７．競技についての諸注意 

①全競技において、不時の負傷又は病気については、応急手当以外は主催者で行わない。 

②競技中の負傷や病気を未然に防ぐために、選手は日頃の健康管理に努め、また、競技前に準備運動

を丹念に行うこと。競技中においては適切な水分補給を行い、熱中症の積極的な予防を心がけるこ

と。 

③選手は必ず健康保険証を持参し、各自障害保険に加入すること。 

④荒天時における競技実施態勢については、主催者において決定する。 

⑤競技進行中に起きた競技者の行為又は順位の決定に関して異議ある場合は、その競技者又は代理人

から文書又は口頭で、直ちに申し出ることができる。これについては、審判長が判定し、その決定

は最終的なものである。 

⑥各競技規則で競技服装について定められている場合は、その服装で競技すること。 

⑦各競技会場となる施設の利用にあたっては、上履き・下足の区別等、使用ルールに従うこと。 

⑧貴重品や身の回りの物は、自己の責任で保管するか、あるいは加盟団体で管理すること。 
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全国ろうあ者体育大会高校生参加料一覧表 
制定 2012年３月 11日 

 

【基本参加料】 

種  目   一 般 高 校 生 備  考 

軟式野球 1人 5,000円 3,000円   

卓球 1人 5,000円 3,000円 
 

バレーボール 1人 5,000円 3,000円   

陸上 1人 2種目まで 8,000円 6,000円   

サッカー 1人 5,000円 3,000円   

テニス 1人 5,500円 3,500円 
 

ボウリング 1人 8,000円 6,000円   

ソフトボール 1人 5,000円 3,000円   

バドミントン 1人 5,000円 3,000円 
 

バスケットボール 1人 5,000円 3,000円   

 

【ダブルス参加料】 

卓球 ダブルス 1組 2,000円 減免対象外 

テニス ダブルス 1組 2,500円 減免対象外 

バドミントン ダブルス 1組 2,000円 減免対象外 

注① ダブルス戦１種目のみの出場者は、基本参加料だけ納入する。 

注② 第２・第３希望種目として、ダブルス戦に出場する者は、上記ダブルス参加料を加えて納入する。 

 

【団体参加料】 

種  目 参 加 料 備  考 

野球 1チーム 6,000円 減免対象外 

卓球 1チーム 3,000円 減免対象外 

バレーボール 1チーム 4,000円 減免対象外 

陸上 1チーム 3,000円 減免対象外 

サッカー 1チーム 6,000円 減免対象外 

テニス （団体戦なし）   

ボウリング 
男子 1チーム 16,000円 減免対象外 

女子 1チーム 13,000円 減免対象外 

バドミントン （団体戦なし）   

ソフトボール 1チーム 6,000円 減免対象外 

バスケットボール 1チーム 4,000円 減免対象外 
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３－（２） 各種届出様式 

 

   （様式Ⅰ） 登録選手変更届 

 

 

   （様式Ⅱ） 監督・コーチ変更届 

 

 

   （様式Ⅲ） メンバー及び投球順変更届 

 

 

   （様式Ⅳ） ダブルス組合せ同意書 

 

 

   （様式Ⅴ） 委任状 

 

 

   （様式Ⅵ） 選手参加証明書 

 

 

※各申込書、様式提出先および提出期限一覧表 

 
提出元→先 

各書類 

参加者→ 

加盟団体 

加盟団体→ 

ＪＴＢサポ

ート中部 

参加者→ 

実行委員会 

事務局 

参加者→ 

オリックス 

レンタカー 

参加者→ 

ヤマト運輸 

監督主将→

監督主将 

会議 

１ 参加申込書（個人用） 

6/15（木） 6/30（金） 

    

２ 参加誓約書     

３ 参加料総集計表※     

４ 参加申込総括名簿※     

５ 各競技参加申込書※     

６ 卓球専用シート※     

７ ＦＡＸ集荷申込書（ボウリング） 
    8/25（金） 

～9/3（日） 

 

８ レンタカー申込書    期限なし   

９ 託児申込書   6/30（金）    

10 （様式Ⅰ）登録選手変更届      
9/22（金） 

10:00 
11 （様式Ⅱ）監督・コーチ変更届      

12 （様式Ⅲ）メンバー及び投球順変更届      

13 （様式Ⅳ）ダブルス組合せ同意書 6/15（木） 6/30（金）     

14 （様式Ⅴ）委任状 
     9/22（金）

10:00 

15 （様式Ⅵ）選手参加証明書 6/15（木） 6/30（金）     

※大会サイトからダウンロードしてご記入・ご提出ください。  http://www.51stdeafsports.com/ 
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（様式Ⅰ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

         団 体 名                

 

        体育部長名                

                        

（監督・主将）            印 

 

（※どちらかを○で囲むこと） 

 

登録選手変更届 
 

  第 51 回全国ろうあ者体育大会          競技の登録選手を下記のとおり変更しますので、こ

こに届出いたします。 

 

 

【登録抹消】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

 

 

背・ゼッケン番号                  

 

 

守備位置                      

 

 

【新規登録】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

 

 

背・ゼッケン番号                  

 

 

守備位置                      

以 上 

 

 

  

 

 

 

 

 

【提出先】 

９月 22日(金)10：00開始の監督主将会議に提出すること。 

大会参加料は監督主将会議の場で現金にて実行委員会へ支払うこと。 
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（様式Ⅱ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

        団 体 名                

 

体育部長名              印 

 

（監督・主将）            印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

                        

 

監督・コーチ変更届 

 
  第 51 回全国ろうあ者体育大会          競技の監督・コーチを下記のとおり変更しますので、ここ

に届出いたします。 

 

監 督 ・  コ ー チ （※どちらかを〇で囲むこと。） 

 

 

【登録抹消】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

 

 

背・ゼッケン番号            

 

 

【新規登録】  氏 名             （ 男 ・ 女 ） 年齢（     ） 

 

 

背・ゼッケン番号            

 

※ 背・ゼッケン番号を要する場合、記入すること。 

※ 監督が選手兼任の場合、選手変更届も一緒に提出すること。 

以 上 

【提出先】 

９月 22日(金)10：00開始の監督主将会議に提出すること。 

大会参加料は監督主将会議の場で現金にて実行委員会へ支払うこと。 
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（様式Ⅲ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

団 体 名                 

 

 

体育部長名              印 

 

 

（監督・主将）            印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

                        

 

メンバー及び投球順変更届 
 

第 51 回全国ろうあ者体育大会ボウリング競技のメンバー及び投球順を下記のとおり変更しますので、こ

こに届出いたします。 

 

【変更前】                【変更後】 

 

氏  名①          （男・女）     氏  名①           （男・女） 

 

     

②          （男・女）        ②           （男・女） 

 

 

③          （男・女）        ③           （男・女） 

 

 

④          （男・女）        ④           （男・女） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

               

【提出先】 

９月 22日(金)10：00開始の監督主将会議に監督または主将が提出すること。 
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（様式Ⅳ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

団 体 名                         

 

事務局長名              印 

 

体育部長名                     印 

 

氏   名                     印 

 

（監督・主将）            印 

（※どちらかを○で囲むこと） 

 

ダブルス組合せ同意書 

 
  私は、第 51 回全国ろうあ者体育大会           競技のダブルス戦に、下記選手と組み合わせる

ことを届出いたします。 

 

１．出場するダブルス種目 （どれかを〇で囲むこと） 

 

  ①（   ）男子ダブルス戦  

 

②（   ）女子ダブルス戦  

 

③（   ）混合ダブルス戦  

 

 ２．組み合う選手氏名 

 

  ① 氏 名                      （ 男 ・ 女 ）  

 

 

  ② 所属協会                       

 ※参加申込み手続きも、参加料支払いも、申請した協会を通して行います。 

 

【提出先】 

６月30日（金）までに株式会社ＪＴＢサポート中部へ届出厳守とする。 

ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 
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（様式Ⅴ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

 

 

      団 体 名                 

 

 

（監督・主将）             印 

（※どちらかを〇で囲むこと） 

                        

 

委  任  状 

 

 

 私は、第 51 回全国ろうあ者体育大会          競技の監督主将会議に出席できませんので、つぎの

者を代理人に指名し、権限を委任いたします。 

 

 

 

 

 

代理人氏名                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

※監督主将会議欠席による不利益については、大会主催者側は責任を負わない。 

【提出先】 

９月 22日(金)10：00に監督主将会議へ代理人が提出すること。 
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（様式Ⅵ） 

 

年  月  日 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

スポーツ委員会 委員長 様 

             

（自ブロック）              （チーム先ブロック） 

団 体 名                  団 体 名                 

 

 

事務局長名              印  事務局長名              印 

 

 

体育部長名              印  体育部長名              印 

 

 

（監督・主将）            印  （監督・主将）            印 

（※監督・主将のどちらかを○で囲むこと） 

 

選手参加証明書 
  私は、第51回全国ろうあ者体育大会バレーボール競技において下記理由により、自ブロックではなく他

ブロックでのチームでプレイをするため、自ブロックとチーム先ブロックの体育部長双方に確認・許可を得ることが

できました。つきましては、証明書を届出いたします。 

 

１．氏名：                               印  

 

 

２．所属協会名                               

 

 

３．プレイする他ブロックのチーム名：（例：●●県女子Ａチーム） 

 

                                                                                                        

４．他ブロックのチームに加入する理由：                                                                 

  

                                                                                   

※参加申込み手続きも、参加料支払いも、申請した協会を通して行います。 

 

 

 

 

※実行委員会はこの用紙を受け取った後、速やかに連盟に報告を行うこと。 

【提出先】 

６月30日（金）までに株式会社ＪＴＢサポート中部へ届出厳守とする。 

ＦＡＸによる提出や期限を過ぎての提出は認めない。 
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(1)　宿泊プランのご案内

(2)　競技会場・会議会場・ホテル・旅館案内図

(3)　昼食弁当のご案内

(4)　レンタカーのご案内

レンタカー申込書

(5)　参加申込方法と申込先について

参加申込書
参加誓約書

(6)　宅配便の申込について（ボウリング競技のみ）

FAX集荷申込書

(7)　託児申込方法と申込書について

託児申込書

※各申込書の提出先・提出期限は20ページをご覧ください。

４．参加申込方法のご案内
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◆宿泊設定日：平成29年9月21日(木)～24日(日)

◆旅行代金：1泊朝食付（税金・サービス料込）お一人様１泊あたりの金額となります。

　※食事が不要の場合でも特別設定料金の為、ご返金はできません。

　※個人的な費用（電話代や冷蔵庫利用代等）及びこれに伴うサービス料金と諸税は、

　　各自ご清算願います。

◆添乗員：この旅行では、添乗員が同行せず、約款に定める旅程管理は行いません。

　　　　　お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要な確認書類をお渡しいたしますので、

　　　　　手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

◆最少催行人員：１名様

◆宿泊プランの行程

日次

1日目

2日～5日目

申込番号

行程（往復の交通費は含まれていません。）

自宅または前泊または各地→
（交通はお客様負担）→各宿泊施設

各宿泊施設→（交通はお客様負担）→
自宅または後泊または各地

食事条件

朝×昼×夕×

朝〇昼×夕×

静岡タウンホテル

静岡第一ホテル

くれたけインプレミアム静岡駅前

ホテルガーデンスクエア静岡

A-3

ホテルエックシズオカ

サンパレスホテル

\9,000／人 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北

中島屋グランドホテル

A-1
シングル、

ツイン、ダブル
のいずれか

A-2
シングル、ツイン

のいずれか

ホテルセンチュリー静岡

ホテルアソシア静岡

静鉄ホテルプレジオ静岡駅南

４－(１)宿泊プランのご案内

A-4

ホテルプリヴェ静岡ステーション

スマイルホテル静岡

シングル

サイホテル
（旧ホテルニュー高尾)

静岡ホテル時之栖

静岡キャッスルホテル佐乃春

\7,500／人

静岡地区　ホテル

ホテルリスト
部屋タイプ
※部屋タイプの
選択はＪＴＢ一任

シングル、
ツイン、ダブル

のいずれか

旅行（宿泊プラン）
代金（税サ込）

１泊朝食付

\13,000／人

\11,000／人
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申込番号

【ご宿泊に関するご注意とお願い】

B-3 \7,500／人

クア・アンド・ホテル
駿河健康ランド

シングル、
ツイン、和室
のいずれか

ホテルルートイン清水インター

清水シティホテル

清水プラザホテル

ＢＡＹＨＯＴＥＬ入船館

ホテルサンポート

清水地区　ホテル

ホテルリスト 部屋タイプ

ホテルサンルート清水

B-2
シングル、

ツイン、ダブル
のいずれか

シーグランデ清水ステーションホテル

ホテルビスタ清水

旅行（宿泊プラン）
代金（税サ込）

１泊朝食付

\8,500／人

B-1 \13,500／人 ホテルクエスト清水
シングル、ダブル

のいずれか

\7,500／人

焼津地区　ホテル

C-2

ホテルｎａｎｖａｎ焼津

ルートイン焼津インター

ホテルセレクトイン焼津駅前
シングル、

ツイン、ダブル
のいずれか

くれたけイン焼津駅前

ホテルたいほう吉田

C-1 \13,000／人 ホテルアンビア松風閣 和室

藤枝地区　ホテル

シングル、ツイン
のいずれか

1  洋室につきまして個人競技の方を優先させていただきます。
   チーム競技の方につきましては、和室利用をお願いいたします。
   ※ホテル混雑のため、他のチームのご参加の方と相部屋になる可能性がございます。
2  大変恐縮ではございますが、お申込の際には必ず第2希望までご記入ください。
3  お部屋の禁煙・喫煙のご希望については、備考欄にご記入ください。
   部屋数の関係でご希望通りにならない場合もございます。予めご了承ください。
4  駐車場の利用条件等については、宿泊ホテル決定後に詳細をお知らせいたします。

藤枝パークインホテル

ホテルオーレ

フジエダオガワホテル
D

ホテルルートイン藤枝駅北

\7,500／人
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静岡県全図                    ４－（２）競技会場等のご案内   

 

No. 競技会場名 競技・会議 

1 

静岡県草薙総合運動場 

体育館、硬式・軟式野球場、庭球場、 

陸上競技場  

本部（金～日）、開会式、監督主将会議、 

バレーボール、野球、テニス、陸上 

2 静岡市西ヶ谷（にしがや）総合運動場 野球 

3 静岡市清水庵原（いはら）球場 野球 

4 静岡県武道館 卓球 

5 清水ナショナルトレーニングセンター サッカー 

6 ボウルアピア静岡 ボウリング 

7 榛原（はいばら）総合運動公園グラウンド ソフトボール 

8 静岡市北部体育館 バドミントン 

9 静岡市南部体育館 バスケットボール 

10 静岡県総合社会福祉会館 
本部（木）、第 2 回競技運営合同会議（木）、

加盟団体体育部長懇談会（金）、 

全国体育大会検討作業委員会（金） 

清水地区 

草薙～静岡駅地区 

牧の原～焼津地区 

7 

4 

10 

9 

2 8 

1 

6 

3 5 

草薙～静岡駅地区 

2 
8 

10 

9 

1 

6 

静岡駅 

7 

4 

3 5 
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2 

8 

10 

9 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 競技会場名 競技・会議 住所 

1 

静岡県草薙総合運動場  体育館 

 

硬式・軟式野球場 

庭球場      

陸上競技場   

本部（金～日）・開会式・監督主将会議・ 

バレーボール 

野球 

テニス 

陸上 

静岡市駿河区栗原 19-1 

2 静岡市西ヶ谷（にしがや）総合運動場 野球 静岡市葵区西ケ谷 8-1 

6 ボウルアピア静岡 ボウリング 静岡市駿河区中吉田 15-8 

8 静岡市北部体育館 バドミントン 静岡市葵区松富 4-14-1 

9 静岡市南部体育館 バスケットボール 静岡市駿河区曲金 3-1-30 

10 静岡県総合社会福祉会館 
本部（木）、第 2回競技運営合同会議（木） 

加盟団体体育部長懇談会（金）、 

全国体育大会検討作業委員会（金） 

静岡市葵区駿府町 1-70 

 

No. ホテル名 部屋タイプ アクセス 

H1 ホテルアソシア静岡 シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 1分 

H2 ホテルセンチュリー静岡 シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅南口⇒徒歩 1分 

H3 中島屋グランドホテル シングル・ツイン JR静岡駅北口⇒徒歩 5分 

H4 静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 シングル・ツイン JR静岡駅南口⇒徒歩 2分 

H5 静岡タウンホテル シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 5分 

H6 静岡第一ホテル シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅南口⇒徒歩 6分 

H7 くれたけインプレミアム静岡駅前 シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 3分 

H8 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 3分 

H9 ホテルガーデンスクエア静岡 シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 5分 

H10 ホテルエックシズオカ シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅北口⇒徒歩 5分 

H11 サンパレスホテル シングル・ツイン・ダブル JR静岡駅南口⇒徒歩 3分 

H12 静岡キャッスルホテル佐乃春 シングル JR静岡駅北口⇒徒歩 13分またはタクシー約 5分 

H14 サイホテル（旧ホテルニュー高尾） シングル JR静岡駅南口⇒徒歩 2分 

H15 静岡ホテル時之栖 シングル JR東静岡駅南口⇒徒歩 15分 

H16 スマイルホテル静岡 シングル JR静岡駅北口⇒徒歩 7分 

H17 ホテルプリヴェ静岡ステーション シングル JR静岡駅南口⇒徒歩 2分 
 

 

静岡駅周辺 

H12 

H16 

H5 

H4 

H11 

H1 

H8 

H7 

H6 

H17 

 H14 

H2 

H9 

H10 

H3 

静岡駅 

静岡駅 

新静岡駅 

静岡鉄道 

 ■H15 

静岡駅～草薙地区                ４－（２）ホテル・旅館案内図 
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清水地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 競技会場名 競 技 住所 

3 清水庵原（いはら）球場 野球 
静岡市清水区

庵原町 3000 

5 清水ナショナルトレーニングセンター サッカー 
静岡市清水区

山切 1487-1 
 
 
No. ホテル名 部屋タイプ アクセス 

H13 クアアンドホテル駿河健康ランド シングル 
JR興津⇒徒歩 15 分またはタクシー5 分 

清水駅と興津駅から送迎バスあり 

H18 ホテルクエスト清水 シングル・ダブル JR清水駅西口⇒徒歩 1分 

H19 ホテルサンルート清水 シングル・ツイン・ダブル 
JR清水駅⇒徒歩 10分 

静鉄 新清水駅東口⇒徒歩 1 分 

H20 シーグランデ清水ステーションホテル シングル・ツイン・ダブル JR清水駅西口⇒徒歩 1分（アーケード経由） 

H21 ホテルビスタ清水 シングル・ツイン・ダブル JR清水駅⇒徒歩 3 分 

H22 ホテルルートイン清水インター シングル・ツイン・ダブル 東名高速 清水インターすぐ 

H23 清水プラザホテル シングル・ツイン・和室 
JR清水駅⇒徒歩 12分 

東名高速 清水インター⇒4分 

H24 清水シティホテル シングル・ツイン・和室 JR清水駅⇒徒歩 1 分 

H25 ホテルサンポート シングル・ツイン・和室 
JR清水駅西口⇒徒歩 8分またはタクシーで約 2 分 

静鉄 新清水駅東口⇒徒歩 1 分 

H26 BAY HOTEL 入船館 シングル・ツイン・和室 
JR清水駅から無料送迎あり 

東名高速 清水インター⇒5分 

 

3 
5 

H23 

H22 
H26 

H13 

清水 

IC 

清水 

JCT 

東海道新幹線 

興津駅 

 

清水駅周辺 

H18 

H20 

H24 

H21 

H25 

H19 

清

水

駅 

新清水駅 

清水駅 

新清水駅 
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牧之原～焼津地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 競技会場名 競技名 住所 

4 静岡県武道館 卓球 藤枝市前島 2丁目 10-1 

7 榛原（はいばら）総合運動公園グラウンド ソフトボール 牧之原市仁田 739-3 

 
No. ホテル名 部屋タイプ アクセス 

H27 ホテルアンビア松風閣 和室 
JR焼津駅南口⇒タクシー約 8分 

東名高速 焼津インター⇒10分 

H28 ルートイン焼津インター シングル・ツイン・ダブル 東名高速 焼津インターすぐ 

H29 ホテルｎａｎｖａｎ焼津 シングル・ツイン・ダブル 
東名高速 焼津インターすぐ 

JR焼津駅から送迎あり（要予約） 

H30 ホテルセレクトイン焼津駅前 シングル・ツイン・ダブル JR焼津駅南口⇒徒歩 3分 

H31 くれたけイン焼津駅前 シングル・ツイン・ダブル JR焼津駅北口すぐ 

H32 ホテルたいほう吉田 シングル・ツイン・ダブル 東名高速 吉田インターから 300ｍ 

H33 ホテルルートイン藤枝駅北 シングル・ツイン JR藤枝駅⇒徒歩 7分 

H34 ホテルオーレ シングル・ツイン JR藤枝駅南口直結 

H35 フジエダオガワホテル シングル・ツイン JR藤枝駅北口⇒徒歩 8分 

H36 藤枝パークインホテル シングル・ツイン JR藤枝駅北口⇒徒歩 5分 
 

H32 

H27 

H29 

H28 

7 

4 

 

藤枝駅周辺 

 

焼津駅周辺 

H33 
H35 

H36 

H34 

藤枝駅 

東海道新幹線 

焼津駅 

藤枝駅 

H31 

H30 

焼津駅 
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ご旅行条件（要約）＜募集型企画旅行契約：宿泊プラン＞

お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお読みいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】

●募集型企画旅行契約

この旅行は（株）JTB中部（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ39階 観光庁長官登録旅行業第1762号 以下「当社」と

いう）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになり

ます。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅

行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期

（１）申込書に所定の事項を記入し送付ください。

（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受領した時に成立するものとします。

●旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。

又、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用等をお支払いただく場合がご

ざいます。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日と致します。

●取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される場合は、各箇所記載の金額を取消料として申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの

各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税これらの費

用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し致しません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含

みません。）

●特別補償

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無に係わらず、募集型企画旅行約款

別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、

生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

死亡補償金：１５００万円

入院見舞金：２～２０万円

通院見舞金：１～５万円

携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取

した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。

ただし、細菌性食物中毒は含みません。

＜免責事項＞

●国内旅行保険への加入について

旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。又、事故の場合

加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、又、死亡・後遺障害等を担保する為、

お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細につきましては、お問い合せください。

●事故等のお申出について

旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、

又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通

知ください。）

●個人情報の取扱について

当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させ

ていただく他、お客様がお申し込みの旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配、及びそれら

のサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。又、大会運営に伴い局務事催主会大へ情報を提出し利用致しま

す。

●旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は、２０１７年３月２４日を基準としております。又、旅行代金は２０１７年３月２４日現在の有効な運賃・規則を基準として算出してお

ります。

【受託販売】

株式会社ＪＴＢサポート中部 中部ＭＩＣＥセンター

愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル7階

ＴＥＬ：052-218-2007 ＦＡＸ：050-3730-4343

E-MAIL：mice2@jsc.jtb.jp

観光庁長官登録旅行業第1446号

〔営業時間〕9：45～17：45（土曜・日曜・祝日休業）

総合旅行業務取扱管理者：匹田 晴隆

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引

責任者です。

ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の旅行業務

取扱管理者にご質問ください。

※7/31以降は移転の為、住所・電話番号が変更となります。変更後の

住所・電話番号はメールにてお知らせさせていただきます。

※FAX番号・メールアドレスは7/31以降も変更はありません。

【旅行企画・実施】

株式会社ＪＴＢ中部

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ39階

観光庁長官登録旅行業第1762号

（一社）日本旅行業協会正会員
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◆お弁当の料金　下記の通り9月22日(金)～24日(日)の昼食弁当をご用意いたします。

1食　1,000円（税込み・お茶付き）

イメージ図

※　各競技場周辺には、食事ができるところがない場合がありますので、

　　ご希望の方は事前にお申込ください。

　　なお、申込期限を過ぎての申込はできませんので予めご了承ください。

《変更・取消について》

お客様のご都合により予約を取り消す場合は、お早目のご連絡をお願いいたします。

当日
旅行開始後・

無連絡

50% 100%

※取消後のご返金は、大会終了後に取消料を清算の上、ご返金いたします。

《個人情報の取り扱いについて》

４－(３) 昼食弁当のご案内

0%

9月24日(日) 各競技

なお、変更・取消の時期によっては、取消料が必要となりますので予めご了承ください。

20%

当日

受け取り場所

取消日 20日前～8日前 7日前～2日前 前日

設定日 会議・競技

9月22日(金) 監督主将会議後

9月23日(土) 各競技

草薙総合運動場体育館「このはなアリーナ」

各競技場

各競技場

※上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針につきましては、
　ホームページでご確認ください。

ＪＴＢ中部　　　http://www.jtbcorp.jp/jp/index.asp　

ＪＴＢサポート中部　　http://www.jtbcorp.jp/jp/privacy/jsc/index.asp 

30% 40%

取消日 ～3日前 2日前 前日

宿泊プラン取消料(1泊につき)

30% 100% 100%

※取消の受付基準日は、郵便局の消印、または当社営業日・営業時間内(月～金/9:45～17:45)のファックス通
信を有効とします。必ず文書にてご連絡ください。

当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させ
ていただく他、お客様がお申込の旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配、及びそれらの
サービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

弁当取消料(1食につき)
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お申込みの際には、必ず取引条件書（全文）をお読みいただき、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。

取引条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/tehaidom_shop.asp】

●手配旅行契約

「手配旅行契約」（以下、単に「契約」といいます。）とは、㈱JTB中部 浜松支店(静岡県浜松市中区千歳町70-1観光庁長官登録旅行業第１７６２号

以下「当社」という)がお客様の依頼により、旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。尚、この取引条件説明書

は旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

●契約の申込、契約の成立

(１)お客様が契約を申し込まれる場合は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出してください。

(２)契約は当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。

(３)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の時期は契約書面に記載します。

(４)前（１）号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

(５)高齢の方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、

その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。

(６)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる

行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為を行った場合は、お申し込みをお断りすることがあり

ます。

(７)20才未満の方は親権者の同意が必要です。

(８)その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。

●旅行代金とその支払い時期

(１)旅行代金（旅行費用並びに当社の取扱料金をいいます。）の額は旅行出発前日までに全額お支払い下さい。

(２)旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動があった場合は旅行代金を変更することがあります。

(３)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

●取扱料金

(１)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用（以下「旅行費用」といいます。）のほか以下の旅行業務取扱料金を申し

受けます。

（２）お客様が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、お客様は所定の取扱料金を支払わなければなりません。

●契約の変更

（１）お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。

（２）お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金

を支払わなければなりません。

●旅行契約の解除

(１)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。

①第４項に掲げる取扱料金

②お客様が既に受けた旅行サービスにかかる旅行費用

③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他の旅行サービス提供機関に払う費用

④前号の旅行サービスの手配の取消しに係わる取消手続料金

(２) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる

行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除

することがあります。このときは、上記に規定されている料金を申し受けます。

●当社の責任

(１)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。

（手荷物に関する賠償限度額は１人１５万円、但し、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）

但し、損害発生の翌日から起算して２年以内(手荷物については国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内）に当社に対して通知があった場合に限ります。

(２)次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又は

これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

●お客様の責任

当社は、お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。

●個人情報の取扱について

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みい

ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び、それらのサービス受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

また、大会運営に伴い情報共有のため大会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。

取引条件書（要約）＜手配旅行契約：お弁当手配＞

【業務提携】

株式会社ＪＴＢサポート中部 中部ＭＩＣＥセンター

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19

キリックス丸の内ビル７階

ＴＥＬ：０５２－２１８－２００８

ＦＡＸ：０５０－３７３0－４３４３

観光庁長官登録旅行業第1446号

【取扱】

株式会社JTB中部浜松支店

〒430-0934 静岡県浜松市中区千歳町 70-1 funビルディング1階

観光庁長官登録旅行業第1762号

日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者：中村 聡

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での

取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点がございましたら、

遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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◆下記の通り、大会用のレンタカープランをご用意いたします。

※お申込は38ページの専用FAX用紙をお使いください。

■レンタカー基本代金表(1台あたり/円)

※お支払いは当日レンタカー引受時にお支払いください。

KSS S/SA EA EC WA

12時間 4,500 5,000 5,700 7,500 10,600

24時間 4,800 5,500 6,000 7,900 11,200

追加1日 4,500 5,000 5,700 7,500 10,600

追加1時間 900 900 1,100 1,400 1,900

4名 5名 5名 5名 8名

※本料金のすべての金額表示には消費税は含まれておりません。

特典

 ①カーナビ・ETC車載機全車無料標準装備

 ②禁煙車指定可(要予約)

対 人 1 名 限 度 額

対 物 １事故限度額

人 身 障 害 １ 名 に つ き 3,000万円まで※

※ご希望のお車をご用意できない場合もございます。

  詳細は店舗までお問い合わせください。

※搭乗者の自動車事故によるケガ（後遺障害を含みます）及び死亡につ
き、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を保証いたします。（限度
額3,000万円：損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施）

ﾌﾟﾘｳｽ
ﾌﾟﾘｳｽα

他

ｾﾚﾅ
ｳﾞｫｸｼｰ
他

レンタル料に含まれる補償制度

無制限

無制限（免責額5万円）

車 両 １事故限度額 時価（免責額:ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾝ・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ・架装車10万円、

　　　2t以上のﾄﾗｯｸ・ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ7万円、その他の車両5万円）

ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
ｱｸｱ
他

４－(４)レンタカーのご案内

利用
日数

定員

代表車種
ﾑｰｳﾞ
ﾜｺﾞﾝR
他

ﾃﾞﾐｵ
ﾌｨｯﾄ
ﾏｰﾁ
他
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※必要事項に記入・マルを付けて上記申込先へFAXください。

オプション

タバコ

カーナビ　・　ジュニアシート　・　チャイルドシート

禁煙　　　　　・　　　　　喫煙

※喫煙車は希望受けになり、禁煙車となる可能性があります。

その他

※何かご希望・ご質問がありましたら、ご記入ください。

返却場所

静岡駅前店

静岡駅前店

※貸出店舗と返却店舗が異なる場合、対応できない場合もございます。
　 また、店舗により別途ワンウェイ料金が発生する場合がございます。

車種 KSS・　S/SA・　EA・　EC・　WA 台数 　　　　台

貸出場所

連絡先
(メールアドレス)

利用期間
平成29年　　9月　　　日　　　時　　　分から

平成29年　　9月　　　日　　　時　　　分まで

第51回全国ろうあ者体育大会レンタカー申込書

申込日:平成29年　　月　　日

【お申込先】

予約フォーム

(カタカナ)
代表者名

人数 　　　　名

FAX：054-254-5436
オリックスレンタカー　静岡駅前店

TEL：054-254-0543
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①一般参加選手(選手・応援)の皆様へ

②所属協会ご担当の方へ

【郵送書類の送付先】
《受託販売》

代金(大会参加・宿泊プラン・弁当・託児）は6月30日(金)までに下記口座へお振込ください。

※振込手数料はご負担願います。
※会場受付では代金のお支払いはお受けいたしません。（監督主将会議での支払いを除く）
※お申込後の変更、取り消し等は所属協会から㈱JTBサポート中部　中部MICEセンター
　に直接連絡をお願いいたします。

４－(５) 参加申込方法と申込先について

　大会参加は全て予約制です。
　本案内40ページの本大会参加申込書(個人用)・41ページの参加誓約書、
　ダブルス組合せ同意書(様式Ⅳ／24ページ）・選手参加証明書（様式Ⅵ／26ページ）に
　必要事項をご記入の上、参加料を添えて、所属協会へ6月15日(木)までにお申込ください。
　※お申込後の変更、取消等は必ずお申込の所属協会へお申し出願います。
　※参加申込書をコピーして配布する際は、参加誓約書もコピーして配布するように
　　ご留意ください。大会サイトからダウンロードもできます。
　※お振込の際、振込人依頼名の前に都道府県名を入力ください。

　別紙、参加料総集計表及び参加申込総括名簿への集計、ご記入をお願いいたします。
　参加申込書(個人用)・参加誓約書・ダブルス組み合わせ同意書・選手参加証明書・
　各競技の申込書と共に、下記へ6月30日(金)までに郵送にてご送付ください。
　その内、参加料総集計表、参加申込総括名簿、各競技参加申込書については、
　必ずエクセルデータのままメール(Ｅ-mail：mice2@jsc.jtb.jp)でも送付ください。
　卓球競技は卓球専用シートも送付してください。
　（いずれも必ずコピーをとって協会用の控えとしてください。)

株式会社JTBサポート中部　中部MICEセンター
〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19　キリックス丸の内ビル７階
TEL：052-218-2007　FAX：050-3730-4343
Ｅ-mail：mice2@jsc.jtb.jp
（営業時間：月～金曜日　09：45～17：45　土・日曜・祝祭日は休業）
※7月31日以降は移転の為、住所・電話番号が変更となります。
  変更後の住所・電話番号はメールにてお知らせさせていただきます。
※FAX番号・メールアドレスは7月31日以降も変更はありません。

振込先　指定銀行　三菱東京UFJ銀行　きよなみ支店
普通口座　口座番号:1490012
口座名:株式会社　ジェイティービーサポート中部
※お振込の際の振込受領書をもって領収書とさせていただきますのでご了承ください。

旅行（宿泊プラン）代金は第

一希望で計算し、大会参加料

を添えて、参加申込書(個人

用)・ダブルス組み合わせ同

意書・選手参加証明書を提出

一

般

会

員

①6月15日（木）まで

参加申込書(個人用)・参加

誓約書・参加料総集計表・

参加申込総括名簿・ダブル

ス組み合わせ同意書・選手

参加証明書・各競技参加申

込書・卓球専用シートの提

出、大会参加費・旅行（宿

泊プラン）代金を納金

申込みの流れ(大会参加・宿泊プラン)

所

属

協

会

J
T
B
サ
ポ
ー
ト
中
部

中
部
M
I
C
E
セ
ン
タ
ー

②6月30日（金）まで
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《申込内容》

第1希望 第2希望

サッカー
5,000円【高校生　3,000円】

円

野球
5,000円【高校生　3,000円】

円

バレーボール
5,000円【高校生　3,000円】

円

代表出席 一般出席

2部
円

バスケットボール
5,000円【高校生　3,000円】

円

卓球(一般・シニア）5,000円
【高校生　3,000円】

一般 シニア
円

住所

〒
TEL/FAX

卓球競技への参加者は
昨年の個人記録に○を

つけてください。

1位　2位　3位　4位
ベスト8　ベスト16

加盟団体代表
役員参加料

5,000円（加盟団体役員・体育部長）

申込日:平成29年　　月　　日
所属協会

(高校生の場合は学校名・学年
も記載)

(高校名:　　　　　　/　　学年)

ふりがな 性別 年齢 □　聴障者
□　健聴者

　□　盲ろう者
名前 男・女 歳

円

9月22日(金)監督主将会議
※出席者は〇をつけてください。

大
会
参
加
料

項目 参加(○を記入) 金額

円

陸上(2種目まで)
8,000円【高校生　6,000円】

円

ボウリング　8,000円
【高校生6,000円】

円

テニス(A・B）5,500円
【高校生　3,500円】

A B
円

卓球/バドミントン/テニス

ソフトボール
5,000円【高校生　3,000円】

基本参加料
（選手・競技役員

参加料）
（個人種目は

１種目） バドミントン(1部・2部）5,000円
【高校生　3,000円】

1部

合計金額 円

500円／人 人 円
9月24日(日) 500円／人 人 円

託
児

託児希望日 託児料 人数 金額
9月22日(金) 500円／人 人 円
9月23日(土)

(備考)

9月22日(金) 円
9月23日(土) 円

第51回全国ろうあ者体育大会参加申込書(個人用)

２種目目（ダブルス）
参加料

宿
泊
プ
ラ
ン

項目 金額(第1希望の料金)

申込番号で
お申込ください

9月21日(木) 円

9月24日(日) 円
駐車場利用

の有無

円

9月24日(日) 1,000円(受取会場:　　　　　　　　　　) 円

弁
当

項目　※受取会場もご記入ください。 希望（該当に○） 金額
9月22日(金) 1,000円(受取会場:草薙総合運動場体育館) 円
9月23日(土) 円1,000円(受取会場:　　　　　　　　　　)
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 平成２９年　　　月　　　日

※ 参加者が高校生の場合は、保護者の方の承諾をお願いします。

◇

◇

参加申込にあたり上記事項の内容について、全参加者・申込責任者ともに同意し、
お申込ください。

参加者が高校生の場合は、参加申込書に保護者による参加同意の署名・捺印が必要
となります（署名・捺印がない場合は、申込を受理できません）。

　参 加 誓 約 書　

参加者氏名 印　　

参加者氏名 印　　

全国ろうあ者体育大会参加に関する誓約事項

①大会主催者が設けた全ての規約、規則、指示、注意事項を遵守いたします。なお、

大会に備え安全管理及び体調管理に留意し、大会中の傷病及び事故（所有物の盗難、

破損、紛失を含む）等は自己の責任とし、主催者に対し損害賠償請求等を行わない

ことを誓います。

②大会への参加に際し、自己の身体状況を十分考慮し、競技する身体的条件が備わっ

ていると自らが判断し、申し込みましたので、大会開催中に発生した健康上および

補装具（人工内耳・補聴器・ペースメーカーなど体内埋め込み型医療機器・眼鏡な

ど）の問題については、一切自己の責任といたします。

③大会参加にあたり、自己の障害および疾病による身体状況については自ら医師の意

見を伺うことを約束いたします。

④競技大会参加中の様子がマスコミ等に用いられる場合には、プライバシーが尊重さ

れることを前提に協力いたします。

⑤（高校生の場合）保護者の同意を得た上で、大会に参加いたします。

以上の事項に同意し参加申込することを誓約します。
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　ヤマト運輸株式会社　集荷申込書（ボウリング競技のみ）について

　1.担当窓口 ヤマト運輸(株)静岡サービスセンター

　2.連絡先 FAX　054-285-1122
TEL  054-285-1188

　3.集荷対応

　　□申込方法

受付期間平成29年8月25日（金）～9月3日（日）
集荷期間平成29年9月9日（土）～9月17日（日）
期間内でのご指定日にヤマト運輸(株)より集荷に伺います。
ドライバーに下記の運賃をお支払い頂きます。
ご依頼主控えは会場にお持ちください

競技場（ボウルアピア静岡）搬入日：9月22日(金)

　　□復路

　4.運賃表(各地から会場まで)

1,296 972 864 756 864 972 1,296

1,512 1,188 1,080 972 1,080 1,188 1,836

1,728 1,404 1,296 1,188 1,296 1,404 2,376

1,944 1,620 1,512 1,404 1,512 1,620 2,916

2,160 1,836 1,728 1,620 1,728 1,836 3,456

2,376 2,052 1,944 1,836 1,944 2,052 3,996

100 100cm

120

140

160

120cm

140cm

160cm

15kg

沖縄北東北

青森県
秋田県
岩手県

南東北

宮城県
山形県
福島県

関東
信越
中部
北陸
関西

サイズ三辺計 重量 北海道 中国

岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県

四国
九州

４－(６) 宅配便の申込について(ボウリング競技のみ)

10kg

※上記運賃には消費税が含まれております。重さは25㎏までの取扱いとなります。

60 60cm 2kg

80 80cm 5kg

20kg

25kg
（平成29年3月現在)

お荷物を事前に会場へ送られる場合は、下記のとおり手続きを
お願いいたします。

別紙の「FAX集荷申込書」にご記入のうえ、ヤマト運輸(株)静岡
サービスセンターまでFAX（054-285-1122）でお申込ください。

大会会場の受付へ『ヤマト運輸伝票』とお荷物をお預けください。
復路の利用については、着払伝票を会場受付に用意してあります。
復路分は着払いとなりますので当日のお支払いは不要です。
ご自宅への配送時(到着時)に下記の運賃(片道)をいただきます。

(単位:円/1個)
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第51回全国ろうあ者体育大会ボウリング競技　大会専用

申込日:平成29年　　月　　日

申込受付期間　平成29年8月25日（金）～9月3日（日）

※お申込受付後、ファックスにて返信いたします。
返信のファックスが届かない場合、恐れ入りますが
申込書を再度送信願います。
ご返信には2、3日ほどお時間を頂く場合がございます。

ヤマト確認欄

ヤマト運輸(株)静岡サービスセンター
FAX:054-285-1122

【お申込先】

集荷希望日
集荷期間：平成29年9月9日（土）～9月17日（日）

9　月　　　　日(　　　曜日)

往路のみ1回ご利用

希望時間帯
(ご希望の番号を
ご記入ください)

①指定なし　②8～13時　　③14～18時

荷物個数

お電話番号

お問い合わせ送り状番号
（お手持ちの伝票
右上の12桁数字）

1個目 　　　-　　　　　　-　　　

２個目
（ある場合のみ）

　　　-　　　　　　-　　　

FAX集荷申込書

その他
※何かご希望・ご質問がありましたらご記入ください。

個

包装用品(有料)が必要な場合は下よりお選びください。
【不要・ボストンバックM・ボストンバックL・
　スーツケースカバー】

※お荷物1個の重さは最大25ｋｇまでです

ご利用回数
(○印にて)

往路・復路　合計2回ご利用

フリガナ

お名前

ご住所

〒

FAX番号

43



【ご注意点】
・「時間帯指定」と「クール宅急便」の取扱いはできません。

・複数品を一緒にするのではなく、同一梱包内に収納した荷造りをお願いします。
　(輸送途中でくくりつけた荷物が脱落し、ご迷惑をお掛けする場合がございます)

・割れ物等は予め梱包をお願いします。

・ガスボンベ・引火性液体・爆発性のある荷物は取扱いできません。

宅急便伝票記入方法

③品名はできるだけ詳しくご記入ください。

②差出人様の郵便番号、電話番号、

住所、お名前をご記入ください。

①当日会場にてお荷物を引き取りに

来られる選手のお名前をお願いします。

このお問い合わせ送り状番号を

集荷申込書に記入してください。

イベント会場につき

時間指定はできません。

44



４－（７）託児申込方法と申込書について 

1. 対象年齢  対象年齢は１歳～小学６年生までのお子様です。 

 

2. 託児料  １人１日あたり…５００円（傷害保険料等含む） 

 

3. 託児時間・会場 託児会場は 2 か所設けています。ご希望の会場を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 申込方法  

① 大会参加申込書（個人用）の託児欄に人数と金額を記入してください。 

② 別紙 46 ページの託児申込書にご記入のうえ、第５１回全国ろうあ者体育大会実行

委員会事務局 FAX：０５４－２５４－６２９４にお申込ください。 

③ お子様 1人につき託児申込書は 1枚です。複数のお子様の託児を申込む際は、託児

申込書をコピーしてお申込ください。 

 

5. 申込締切  平成２９年６月３０日（金） 

 

6. 託児について ※必ずお読みください。 

 持ち物：ミルク、おむつ、飲み物、昼食、おやつ等は各自ご用意ください。 

 昼食は託児スタッフと共に食べます。保護者がお子様と一緒に昼食ができる場合は

当日スタッフにお伝えください。 

 お子様を 15時以降も預ける場合は、おやつの準備をお願いします。18時以降の場

合は軽食の準備もお願いします。 

 着替え等の持ち物にはすべて名前をご記入ください。 

 アレルギーをお持ちのお子様については必ず事前にお伝えください。 

 その他、確認事項がありましたら担当者より個別にご連絡いたします。 

 お子様の保険証の管理、投薬の実施については保護者でお願いします。 

 

7. 受付場所 申込された託児会場まで直接お越しください。 

 

8. キャンセルについて 

申込後のキャンセルについてはご返金できませんのでご了承ください。 

①草薙総合運動場 硬式野球場（野球会場：静岡市） 

■9月 22日（金）１３：００～１７：００ 

■9月 23日（土） ８：００～２０：００ 

■9月 24日（日） ８：００～１８：００ 

②静岡県武道館（卓球会場：藤枝市） 

■9月 23日（土） ８：００～２０：００ 

■9月 24日（日） ８：００～１６：００  

※いずれも時間変動あり                   
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【保護者】
フリガナ

保護者氏名

野球 卓球 バレー 陸上 サッカー テニス ボウリング ソフト バドミントン バスケット

性別

区分

住所

FAX

草薙総合運動場（静岡市）

静岡県武道館（藤枝市）

【子ども】
フリガナ

子ども氏名

性別

区分

生年月日

※この文書は託児の参考にのみ使用し、大会終了後責任を持って処分いたします。
※健康状態によってはお子様を預かれないことがあります。
※特別留意する点がございましたら、事前にお知らせください。
※51stdeafsports@gmail.comからのメールが受信できるように設定してください

9月23日（土） 9月24日（日）9月22日（金）
託児利用
希望日

（〇を記入）

事前確認事項

男　　　・　　　女

ろう者　　・　　健聴者　 ・　  盲ろう者

参加競技

男　　・　女

ろう者　　・　　健聴者 　・　　盲ろう者

年　　　　月　　　　日     

■アレルギーはあるか　（　　あり　　・　　なし　　）
　「ある」と答えた方は具体的にご記入ください。

■排泄はできるか（　できる　・　介助があればできる　・　できない　）

■おむつをしているか　（　　している　　・　　していない　　）

記入日　平成29年　　月　　日

受付番号

歳　　　　ヵ月     

■その他伝えておきたいこと（性格・クセ、好きな遊びなど）

第51回全国ろうあ者体育大会　静岡　託児申込書

愛称（　　　　　　　　　）

チーム名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　都道　　　　　　市区
　　　　　　府県　　　　　　町村

携帯アドレス

提出先：第51回全国ろうあ者体育大会実行委員会事務局 担当：飯島

FAX 054-254-6294
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