夏季大会

第13 回

高島市民体育大会

参加者
〜スポーツをつうじて
豊かな活力あるまち、高島市の実現を〜 募集!!

平成２9 年 ５月

14 日（日）〜７月 16 日（日）

〈総合開会式〉５月 21 日（日）９時〜 安曇川総合体育館
主催／高島市 高島市教育委員会

高島市体育協会

種目別開催要領
バレーボールの部
開催期日 平成 29 年 5 月 21 日（日）
開催場所 安曇川総合体育館 他
参加資格 市内に在住・在学・勤務する者で
編成されたチーム
競技方法 【６人制：小学生】

コート ８ｍ×16ｍ ネット ２ｍ
【９人制：男女混合（女子は常に４名以上出場のこと）】
コート 9ｍ×18ｍ ネット 2.10ｍ
【６人制：男女混合（女子は常に３名以上出場のこと）】
コート 9ｍ×18ｍ ネット 2.15ｍ

詳しい競技方法は、代表者会議で決定する。

申込期日 ５月１日（月）

主管／高島市バレーボール協会

バスケットボールの部
開催期日 平成 29年７月 16 日（日）
開催場所 今津勤労者体育センター
参加資格 高校生以上
競技方法 男女共トーナメント方式による。
組合せは当日抽選とする。
申込期日 ６月 30 日（金）

主管／高島市バスケットボール協会

開催期日
開催場所
参加資格
競技種目

平成 29 年６月 11 日（日）／雨天中止
今津中学校グラウンド
小学生以上（市内在住・在勤・出身者）
【一般・中高生】
50m（40 才以上と女子のみ）、
100m、200m、400m、800ｍ、1500ｍ
走高跳・走幅跳・三段跳（男子のみ）
・砲丸投
【小学生】
50ｍ、100ｍ、800ｍ、
4×100ｍリレー、走高跳（４年生以上）、
走幅跳、ソフトボール投
申込期日 ５月 31 日（水）

主管／高島市陸上競技協会

ゴルフの部
開催期日 平成 29 年６月 24 日（土）

バドミントンの部
開催期日
開催場所
参加資格
参 加 費
競技方法

平成 29 年６月 18 日（日）
高島中学校体育館
高校生以上
500 円
団体戦
チーム編成は参加者数を勘案し、協会
において調整する。
（財）日本バドミントン協会現行競技規
則ならびに大会規則による。
申込期日 ６月２日（金）

主管／高島市バドミントン協会

ソフトテニスの部
開催期日 平成 29 年６月 18 日（日）

予備日６月 25 日（日）／新旭森林スポーツ公園
（雨天の場合：安曇川総合体育館）

開催場所 新旭森林スポーツ公園
参加資格 高校生以上
競技方法 当日の成績を参考に県体選手を決定
一般男子・成年男子（３５歳以上）
壮年男子（４５歳以上）
一般女子Ａ（３５歳以下）
一般女子Ｂ（３５歳以上）
申込期日 ６月２日（金）

主管／高島市ソフトテニス協会

★参加のお申し込みに際し、競技団体が作成した競技別要項にて詳細をご確認下さい。

陸上競技の部

開催場所 朽木ゴルフ倶楽部
参加資格 高島市内に在住・在勤する者
競技方法 18 ホールズストロークプレー
スクラッチ競技
使用ティ 男子 ― 青ティ、女子 ― 赤ティ
同位の場合は、インコースからのマッ
チング方式にて決定する。
競技規則 JGA 競技規則及び開催コースローカル
ルールによる。
参 加 費 9,000 円（昼食付）
申込期日 ６月 20 日（火）

主管／高島市ゴルフ協会

グラウンドゴルフの部
開催期日 平成 29 年５月 22 日（月）小雨決行

（予備日 翌日５月 23 日）

開催場所 萩の浜 芝特設会場（高島）
参加資格 協会会員
参 加 費 1 人 500 円

競技方法 Ａ〜Ｄ４組の 12 ホール ×２回、
計 24 ホールのストロークプレーにより
行い、合計スコアで順位を決定する。

主管／高島市グラウンドゴルフ協会

サッカーの部
開催期日 平成 29 年６月 11 日（日） 雨天決行
警報等発令時は中止
開催場所 健康の森梅ノ子運動公園（安曇川）
参加資格 高校生以上（市内在住・在勤）
競技方法 20分ハーフとする。
トーナメント戦／組合せ抽選は当日行う。
平成２9 年度日本サッカー協会競技規則
による。
申込期日 6 月２日（金）

主管／高島市サッカー協会

銃剣道の部
開催期日
開催場所
参加資格
競技方法

平成 29 年６月 18 日（日）
新旭北小学校体育館
小学生以上
個人戦 （平成 29 年 4 月 1 日基準）
成年の部（高校生以上）
少年の部（小・中学生）
トーナメント方式。

申込期日 5 月 31 日（水）

主管／高島市銃剣道連盟

クレー射撃の部
開催期日 平成 29 年６月 10 日（土）
開催場所 京北綜合射撃場
参加資格 クレー射撃をするに当たって必要な許可
を受けておられる方
競技方法 ローカルルールによるトラップとスキート
ランニングターゲット
申込期日 ６月 10 日（金）

主管／高島市クレー射撃協会

種目別開催要領
柔道の部

ボウリングの部

開催期日
開催場所
参加資格
競技方法

平成 29 年６月 11 日（日）
安曇川総合体育館 格技室
高校生以上
団体戦（旧町村単位）
トーナメント方式により１・２・３位を
決定する。
※参加チーム数により変更する。
個人戦
段位別で２段以上の部・初段以下の部・
女子の部と区別し、トーナメント方式
により１・２・３位を決定する。
申込期日 ５月 31 日（水）

主管／高島市柔道協会

開催期日 平成 29 年６月 18 日（日）
開催場所 長浜スプリングレーンズ
参加資格 高校生以上、市内在住、在勤者

ゲーム費 2,000 円
競技方法 個人対抗戦（６ゲームトータル）
第１シフト（３ゲーム）
第２シフト（３ゲーム）
アメリカン方式
全日本ボウリング協会競技規則による。

軟式野球の部

ゲートボールの部
開催期日
開催場所
参加資格
競技方法

平成 29 年６月８日（木）
今津総合運動公園サンルーフ今津
ゲートボール会員
各コート 4 チームのリーグ戦
競技及び審判は（財）日本ゲートボール
連合公式競技規則及び同実施要領なら
びに本大会申し合わせ事項による。

申込期日 5 月 20 日（土）

主管／高島ゲートボール連絡協議会

申込期日 ６月 10 日（土）

主管／高島市ボウリング協会

開 催 期 日 平成 29 年５月 21 日（日）
開 催 場 所 新旭体育館
参 加 資 格 高島市空手道連盟加盟会員
参加協力金 500 円

競 技 方 法 個人戦：組手競技・形競技
団体戦：組手競技・形競技
（公財）全日本空手道連盟競技規定及

び高島市空手道連盟大会規定・細則に
より実施
県体出場選考を兼ねる。

申 込 期 日 ５月 10 日（水）

主管／高島市空手道連盟

硬式テニスの部
開催期日 平成 29 年５月 28 日（日）
開催場所 今津総合運動公園テニスコート 10 面
（予備日 6 月 4 日（日）今津総合運動公園（６面）、

開催期日 平成 29 年５月 27 日（土）
開催場所 安曇川総合体育館
参加資格 高校生以上
競技方法 男女別トーナメント方式

同一クラブ、高校で複数チームの
登録可能。
※但し、選手個人の出場は１人１チームに限る。

平成 29 年度日本ハンドボール協会競技
規則による。
申込期日 ５月 12 日（金）

平成 29 年５月 28 日（日）成年一般（新旭球場）

平成 29 年６月 11 日（日）マスターズ（新旭球場）

平成 29 年６月 18 日（日）学童（マキノグラウンド）
平成 29 年６月 25 日（日）学童（マキノグラウンド）

参加資格 小学生以上
競技方法 成年一般（１６歳以上の社会人）
※優勝チームは県体に出場する。
マスターズ （４０歳以上）
少年（中学生）・学童（小学生）
2017 年度公認野球規則・競技者必携
及び大会特別規則を採用する。
※青年一般・マスターズ

少林寺拳法の部

主管／高島市軟式野球連盟

開催期日
開催場所
参加資格
競技方法

平成 29 年６月４日（日）
今津東小学校体育館
小学生以上
少林寺拳法大会開催規則に準じる。
・単独演武の部
・組演武の部
・団体演武の部
申込期日 ５月 26 日（金）

主管／高島市少林寺拳法協会

主管／高島市ハンドボール協会

卓球の部
開催期日
開催場所
参加資格
競技方法

健康の森梅の子運動公園（２面））

参加資格 年齢制限なし
競技方法 男子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス
予選：リーグ戦
決勝：トーナメント方式
県体予選を兼ねる。
シングルスとダブルスは兼ねることは
できません。
申込期日 ５月 15 日（月）

平成 29 年５月 14 日（日）少年（新旭球場）

申込期日 5 月19 日（金）

ハンドボールの部

空手道の部

開催期日

平成 29 年５月 28 日（日）
今津中学校体育館
市内在住、在勤者および市内出身者
男女個人戦（シングル）
⑴原則として予選リーグおよび決勝トー

ナメント方式とする。
⑵原則として競技はＡの部・Ｂの部・ラ
ージボールの部に分けて行う。

Ａの部：上級の方
Ｂの部：それ以外の方
ラージボールの部
申込期日 5 月 19 日（金）

主管／高島市硬式テニス協議会
★参加のお申し込みに際し、競技団体が作成した競技別要項にて詳細をご確認下さい。

主管／高島卓球協会

高島市民体育大会
参加資格
表

彰

高島市内に在住・勤務する者および高島市内出身者が参加することを原則とします。

（競技の特殊性により、参加制限をする場合があります。）

団体競技・個人競技について１位から３位を表彰します。

お問い合わせ・連絡先

高島市体育協会事務局 （安曇川総合体育館内）
TEL 0740−32−3180 FAX 0740−32−2543

