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１、主

催

等

（ １）主 催
第 ３２回 全国 スポ－ ツ祭 典は、「東 日本大 震災」から７年 が経過 した 東北ブ ロッ クでの、第 ２５回 大
会 に続き ２回 目の開 催で す。こ のス ポーツ 祭典 は、新 日本 スポー ツ連 盟と全 国種 目組織 が主 催する 。
（ ２）後 援
競技開催都道府県並びに場合によって、市区町村の名義 後援を 予定 する。
（ ３）協賛、祭典 の趣旨 に賛同 する 各種の スポ －ツ団 体、文化、青年、労 働組合 の各団 体並 びに個 人は、
協 賛団体 （者 ）とな るこ とがで きる 。

２、事

業

と

期

日

（ １）主 催事 業
第３２ 回全 国スポ －ツ 祭典は 主催 事業と して つぎの もの を行う 。
① 競技大 会の 開催
祭 典を開 催す る期間 は６ 月１６ 日の 宮城県 にお けるハ イキ ング大 会に 始まり、２ ０１９ 年３月３１日
の 卓球大 会年 代別の 部ま で、軟式野 球、サッカ ー（ シニア ）、卓球（一 般）の３競 技を岩 手県 の会場で、
硬 式テニ ス、ハイ キング 、ウ ォーキ ングの ３競 技を宮 城県 、ソ フトボ ールを 福島 県、６人制 バレーボー
ル とスキ ー大 会を新 潟県 、ミ ックス バレー ボー ルを長 野県 、ゴ ルフを 埼玉県 、水 泳を東 京都 、バドミン
トン、バスケットボールを愛知県、サッカー（一般）を大阪府、卓球（年代別）を岡山県、陸上競技、
空 手を神 奈川 県の各 会場 で開催 する 。
ａ

祭典 開催 競技の うち 、ウォ ーキ ング、 ハイ キング は交 流種目 とす る。空 手は 演武会 とす る。

ｂ

そ の他 、効果 的な 行事を 開催 する。

② 開閉会 式
開閉 会式 は、競 技ご とに行 う。
（ ２）協 賛事 業
協賛 事業 を行う こと ができ る。

３、競

技

方

法

（ １）各 競技 の実施 細目 は各競 技が 別に定 める 「大会 実施 要項」 によ る。
（ ２）各 競技 のルー ルは 、公認 の２ ０１８ 年度 競技規 則（ 一般） に準 ずる。 ただ し、必 要な 場合は 、祭
典 のロー カル ルール を設 けるこ とが できる 。

４、出 場 資 格
（ １）各 都道 府県の 祭典 及びそ れに 準ずる 競技 大会な どの 予選に おい て、選 出さ れた選 手、 チーム であ
る ことを 原則 とする 。
（ ２）特 別の 事情の ある 場合、 新日 本スポ ーツ 連盟、 同全 国種目 組織 、各都 道府 県連盟 の推 薦があ る場
合 は、出 場を 認める こと ができ る。

（ ３）都 道府 県連盟 主催 の予選 大会 等を経 ない で直接 出場 するク ラブ ・チー ム・ 選手に つい ては、 主管
種 目組織 が出 場地域 の都 道府県 連盟 へ連絡 をす ること 。
（ ４）祭 典に 派遣す る都 道府県 連盟 又は祭 典実 行委員 会は 、細則 に定 める都 道府 県祭典 分担 金を納 入す
る 。納入 の無 い場合 は、 出場を 認め ない。

５、予 算 と 経 費
（ １）全 国ス ポーツ 祭典 の予算 は、 祭典全 体の 共通予 算と 種目（ 大会 ）ごと の種 目予算 から 成り立 つ。
（ ２）共 通予 算は全 国連 盟が責 任を 負い、 種目 予算は 原則 として 主管 する全 国種 目組織 が責 任を負 う。
但 し、全 国種 目組織 のな い競技 種目 は全国 連盟 が責任 を負 う。
（ ３）全 国ス ポーツ 祭典 の収入 は、 ①都道 府県 祭典分 担金 、②種 目分 担金、 ③参 加出場 費、 ④自治 体か
ら の補助 金、 ⑤各団 体、 個人か らの 募金、 ⑥祭 典の一 環と して行 う事 業活動 によ る収入 、⑦ 祭典プ
ロ グラム 広告 等によ りま かなう 。

６、競 技 大 会 の 出 場 申 込 方 法
（ １）所 定の 申込書 で各 競技の 締切 期日ま でに 参加費 を添 えて、 所定 の組織 あて に申し 込む 。
（ ２）申 込期 限は、 競技 ごとに 定め る。た だし 天候等 によ る予選 順延 などの 特別 の事情 があ ると
き は仮エ ント リーを 認め る

７、表 彰
（ １）各 競技 の表彰 は原 則とし て第 １位か ら第 ３位ま での 選手、 チー ムとす る。
（ ２）競 技ご とに記 録、 技術の 優れ ている 選手 、フェ アプ レイ精 神を 発揮し た選 手、チ ーム を表彰 する
こ とがで きる 。

８、機 構 と 役 員
別に 定める 。

９、祭典実行委員会
第３ ２回全 国ス ポーツ 祭典 実行委 員会 は、主 管組 織とな る東 北ブロ ック の各県 連盟 、全国 連盟 理
事 、全国 種目 組織の 代表 、主管 都府 県種目 組織 の代表 によ って構 成す る。
そ の経費 は、 共通会 計予 算でま かな う。

１０、付

則

その 他必要 な事 項は細 目で 定める 。

祭典実施要綱細則
１、参加負担金は、次の通りとする
《大会参加費、都道府県分担金、種目分担金》
（ １）大 会参 加費： 各競 技種目 要綱 による （要 綱集参 照）
（ ２）都 道府 県祭典 分担 金（細 則別 表参照 ）
（３） 種目 分担金 ：各 競技大 会の 参加費 の５ ％とす る
算 出方法
①

新日 本スポ ーツ 連盟の 組織 ある都 道府 県の分 担金 は、新 日本 スポー ツ連 盟第３ ２回 総会時 の連 盟
員 数（２ ０１ ７年１ ２月 集約）×４ ０円と する （別表 参照 ）

②

新日 本スポ －ツ 連盟組 織の ないと ころ で複数 競技 の総合 大会 を開催 した 場合は 、各 大会の 出場 費
の ５％を 分担 金とし て納 入し、 都道 府県祭 典分 担金と みな す。

２、式

典

（ １）各大会 の式典 は、各 種目組織、開催実行 委員会 のも とに創 意的 に開催 する。その財政 は各大 会予 算
の 範囲で おこ なう。 なお 、全体 の祭 典の式 典と 交流を 兼ね た式典 は、 別途検 討す る。

３、その他の事項
①

主将 会議 （キャ プテ ン会議 ）は 、野球 、バ レーボ ール 、サッ カー など定 めた 競技に おい て指定 の
期 日・会 場で 行う。

②

出場 の取 消
参 加費（ 出場 費と都 道府 県祭典 分担 金）の 納入 が定め た期 日まで にな いとき 、ま たは祭 典の 趣旨
に 反し競 技運 営を妨 げた ときは 、出 場を取 り消 すこと があ る。

③

競技 の中 止
天候などの事情で、競技続行が不可能な場合は、原則として延期を行わず中止とする。この場合の出場費は
原則として返却しない。

④

医療 措置
競 技中の 負傷 につい ては 応急措 置を 除いて 一切 の責任 を負 わない 。

⑤

傷害 見舞 金等
主 催団体 は、 原則と して 新日本 スポ ーツ連 盟の 傷害見 舞金 もしく は ス ポ ー ツ 傷 害 保 険 等 を か け る 。
な お、こ れは 祭典共 通会 計から 充当 する。

⑥

組合 せと その発 表
組 み合わ せは 主催者 が公 正に行 う。 競技に よっ てはキ ャプ テン会 議に て行う 。

⑦

プロ グラ ム
プ ログラ ム及 び競技 ごと のプロ グラ ム（共通プ ログラ ムを 含む）を作 成する。プ ログラ ム広 告は祭
典 の趣旨 にふ さわし いも のとす る。

⑧

審判 員の 登録
高い水準の競技が保障できるよう加盟都道府県及び他の競技団体の協力を得て審判員を確保する。

⑨

宿舎 の申 し込み
各 競技の 宿泊 取り扱 い要 領によ る。 各自・ 団体 の責任 で申 込む。
以上

