
（１）水泳競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会水泳競技 

 

２ 期日･会場   ６月１７日（日） 午前８時３０分 

          海竜スポーツランド温水プール 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別                         （単位：ｍ） 

種 別 性別 自由形 平泳 バタフライ 背泳 個人メドレー フリーリレー メドレーリレー 

小学３～６年 男女 50 50 50 50 200 200 200 

中 学 男女 100/400 100 100 100 200 400 400 

一 般 
男子 50/100 100 100 100 200 200 200 

女子 50/100 50 50 50 - 200 200 

３０歳以上 男女 50 50 50 50 - 200 200 

４０歳以上 男女 50 50 50 50 - 200 200 

５０歳以上 男女 50 50 50 50 - 200 200 

６０歳以上 男女 50 50 50 50 - 200 200 

７０歳以上 男女 50 50 50 50 - 200 200 

富山県学童水泳大会選抜種目 

小学４～６年 男女 100 100 - - - - - 

  （２）参加資格 

   ・小･中学生は、射水市の学校に在学の者とする。 

   ・一般は、射水市在住者又は、射水市内勤務者及び射水市水泳協会員とする。 

   ・一般は、平成１２年４月１日以前に生まれた者。 

    ３０歳以上は、昭和６３年４月１日以前に生まれた者。 

    ４０歳以上は、昭和５３年    〃  

    ５０歳以上は、昭和４３年    〃 

    ６０歳以上は、昭和３３年    〃 

    ７０歳以上は、昭和２３年    〃 

  （３）競技規定  

   ・すべてタイムレースとする。    

   ・出場は、１人２種目以内（リレーを除く）とする。 

    （だだし、県学童水泳大会種目の、自由形１００mと平泳１００mのどちらか１種 

    目のみ出場できる。出場希望する小学４～６年生の選手は１種目追加して３種目 

出場できる。） 

   ・リレーだけの出場はできない。 



   ・小学２年生以下は３年生として参加すること。 

   ・小学生のリレーチームは学年の混合を可能とする。 

  （４）日程 

   ・開  館 午前７時３０分 

   ・練  習 午前７時４５分～８時２０分 

   ・開 始 式 午前８時３０分 

   ・競技開始 午前９時 

  （５）表彰 

   ・１位、２位に賞状を発行する。 

  （６）競技結果 

   ・ホームページに掲載する。 

（射水市体育協会→加盟団体→射水市水泳協会→お知らせ） 

（７）その他 

   ・今大会は７月２９日（日）の県体と９月２日（日）の県学童水泳大会の予選会を 

兼ねる。 

   ・市体の競技順序、県体の出場要項及び県学童大会の出場要項は別に記載する。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・小・中学生は、学校を通じてＥメールで申し込む。 

   ・一般は、海竜スポーツランド 射水市海竜町２９ FAX:０７６６－８６－８３１１ 

  （２）申込締切 

   ・小・中学生一次締切、(Ｅメール申し込み) ５月２２日（火） 

   ・一般締切、打ち込み後の確認資料発送   ５月２５日（金） 

   ・小・中学校確認修正の最終締切      ５月３１日（木） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市水泳協会 理事長 亀田 市郎 

     FAX：０７６６－８４－４２２４ 

     携帯：０９０－２８３６－２９４０ 



（２）ヨット競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ヨット競技 

 

２ 期日･会場   ７月２１日（土） 午前９時 

            富山県新湊マリ－ナ 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 ＦＪ級（４２０級） 

       シーホッパー級ＳＲ（レーザー級ラジアル） 

   ・二部 シーホッパー級ＳＲ 

       ミニホッパー級 

       ＯＰ級 

   ・三部 ＯＰ級 

  （２）参加資格 

   ・第１３回射水市民体育大会総則に準ずる。 

  （３）競技規定 

   ・ＩＳＡＦ(２０１７～２０２０)規則及びセーリング装備規則 

   ・細目は帆走指示書に規定する。 

  （４）日程 

   ・開 始 式  ９：００ 

   ・第１レース １０：００ 

   ・第２レース  引き続き 

   ・第３レース  引き続き 

   ・閉 会 式 １６：３０ 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・新湊高等学校 村井 隆 

    射水市西新湊２１－１０ 

    TEL:０７６６－８４－２３３０  FAX:０７６６－８４－２３５４ 

  （２）申込締切 

   ・７月１３日（金）必着 

 

 

 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・新湊高等学校 村井 隆 

    射水市西新湊２１－１０ 

    TEL:０７６６－８４－２３３０  FAX:０７６６－８４－２３５４ 

 

 



（３）ボウリング競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ボウリング競技 

 

２ 期日･会場   ６月１０日（日） 午前１０時 

          クァトロブーム小杉ボウリング場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・男子の部 一部（成年、高校生） 

   ・女子の部 一部（成年、高校生） 

  （２）参加資格 

   ・市内在住又は、勤務する者 

  （３）競技規定 

   ・４Ｇトータル個人戦 男女別 

   ・ハンディキャップ（年齢は平成３０年４月１日現在のもの） 

    成人（４９歳以下）     ０点  

    成人（５０歳～５９歳まで） ５点  

    成人（６０歳以上）    １０点 

  （４）参加料 

   ・成 人 ２，０００円  ・高校生 １，６００円 

  （５）表彰 

   ・男子の部 １位～３位／ＨＧ賞、飛び賞 ・女子の部 １位～３位／ＨＧ賞 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・クァトロブーム小杉 

    射水市三ケ一番２６０２ 

    TEL:０７６６－５７－８２００  FAX:０７６６－５７－８２２１ 

  （２）申込締切 

   ・５月２８日（月） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・クァトロブーム小杉 

    射水市三ケ一番２６０２ 

    TEL:０７６６－５７－８２００  FAX:０７６６－５７－８２２１ 



（４）陸上競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会陸上競技 

 

２ 期日･会場   ５月２６日（土） 午前９時 

          高岡市営城光寺陸上競技場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・二部（中学の部） 

種別 トラック フィールド 

中学 

男子 

1年 100m 4×100mR 1500m  走幅跳 

2年 100m 共通 

4×100mR 

共通 

1500m 

共通 

110mH 

共通 

走幅跳 走高跳 砲丸投 3年 100m 

中学 

女子 

1年 100m 4×100mR   走幅跳 

2年 100m 共通 

4×100mR 

共通 

800m 

共通 

100mH 

共通 

走幅跳 走高跳 砲丸投 3年 100m 

・三部（小学の部） 

リレー   男子４×100mR        女子４×100mR 

単独種目  男子５年生100m走       女子５年生100m走 

男子６年生100m走       女子６年生100m走 

           男子80mハードル走      女子80mハードル走 

男子走り幅跳び        女子走り幅跳び 

           男子走り高跳び        女子走り高跳び 

男子1000m走         女子1000m走 

男子ジャベリックボール投げ  女子ジャベリックボール投げ 

男女友好レース（リレーの補欠選手による100m走） 

  （２）参加資格 

   ・二部（中学の部） 

    選手は、射水市立中学校に在籍する生徒とする。 

    １校１種目２人以内。 

    出場は１人２種目まで（ただし、リレー種目を除く）。 

・三部（小学の部） 

    選手は、小学校５･６年生の年齢に該当する児童 

    １人１種目とし、種目を重複して出場することはできない。 

    １種目の参加人数は１小学校２名以内 

  （３）競技規則 



   ・二部（中学の部） 

    平成３０年度日本陸上競技連盟規則及び、本大会の申し合わせ事項によって実施。 

   ・三部（小学の部）     

    平成３０年度の日本陸上競技連盟規則に準じて行うが、児童の年齢段階を考慮し、 

    特に教育的配慮のもとに競技を進行する。 

    県予選会の大会規定に準じる。 

  （４）その他 

・競技進行は別紙の競技プログラムにより実施 

・当日は小雨決行とする。大雨により開催中止の場合は、県民体育大会への出場選 

    手は、過去の成績を参考に射水市陸協で選考する。 

・緊急時（大会の中止等）連絡先を申込書に記入のこと。 

・小学の部の上位入賞者は、７月１日（日）に開催される富山県予選会（小学）へ 

の出場権を得るが、選手の都合により代表を辞退の場合は次の入賞者が繰り上が 

り、出場権を得るものとする。 

・１日傷害保険は主催者側で加入する（小学の部）。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・三部（小学の部） 射水市陸上競技協会理事長 澁谷 一男 

             高岡市下牧野３５６－７ 

             TEL:０９０－３７６３－４２９２ 

  （２）申込締切 

   ・三部（小学の部） ５月１６日（水）までにデータ送付 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市陸上競技協会理事長 澁谷 一男 

    高岡市下牧野３５６－７ 

    TEL:０９０－３７６３－４２９２ 

 

 

 

 

  



（５）サッカー競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会サッカー競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般）６月１０日（日） 午前１０時 

          県立大学グラウンド 

          二部（中学）７月２１日（土） 午前９時 

          小杉中学校グラウンド、新湊南部中学校グラウンド 

          三部（小学）６月９日（土）、１０日（日）午前８時３０分 

          歌の森運動公園多目的グラウンド 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般男子 

   ・二部 中学男子 

   ・三部 小学男女 

  （２）競技規定 

   ・平成３０年度日本サッカー協会競技規則による。 

   ・一部 トーナメント 一般 ３５－５－３５ 

   ・二部 リーグ戦   Ａ戦 ２５－５－２５ 

              Ｂ戦 ２０－５－２０ 

   ・三部 リーグ戦      １５－５－１５ 

   ・同点の場合はＰＫ戦で勝敗を決する。 

   ・決勝戦のみ１０分間の延長戦を行い、なお決しないときはＰＫ戦で勝敗を 

    決する。 

  （３）その他 

   ・競技運営に関することは協会の決定による。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部 １種委員長 川口  聡 

   ・二部 ３種委員長 宮林 裕人 

   ・三部 ４種委員長 冨田 敏弘 

  （２）申込締切 

   ・一部 ５月２０日（日） 

   ・二部 ６月２４日（日） 

   ・三部 ６月３日（日） 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市サッカー協会 川田 真人 TEL:０７６６－２２－５０１０ 



（６）テニス競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会テニス競技 

 

２ 期日･会場   ６月３日（日）（ダブルス） 午前９時 

          ６月１０日（日）（シングルス） 午前９時 

          ６月１７日（日）（予備日） 

          歌の森運動公園テニスコート 

 

２ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・男子 ダブルス シングルス 

   ・女子 ダブルス シングルス 

  （２）参加資格 

   ・射水市民(又は勤め先)であること。ただし、高校生以下は参加不可とする。 

  （３）競技規定 

   ・日本テニス協会競技規則に準じる。 

   ・１セットマッチ（６－６後、タイブレーク） 

    ※天候、参加者数、進行状況等で変更する場合がある。 

  （４）参加料 

   ・シングルス１，０００円 ダブルス１ペア２，０００円 

  （５）県体出場 

   ・それぞれ、上位１位、２位は県体二部団体戦のメンバーとして優先して出場でき 

る。 

  （６）日程 

   ・エントリー受付 午前８時３０分～ 

   ・競 技 開 始 午前９時～ 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市テニス協会 

    ＨＰ:http://www.imizutennis.jp/ 

  （２）申込締切 

   ・ダブルス  ５月２３日（水） 

   ・シングルス ５月３０日（水）  

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市テニス協会 ＨＰ:http://www.imizutennis.jp/ 



（７）バレーボール競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会バレーボール競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般男女、家庭婦人）６月１０日（日） 午前８時３０分  

          アルビス小杉総合体育センター 

          二部（中学生）５月２６日（土） 午前９時 

          男子 小杉中学校体育館  女子 射北中学校体育館  

          三部（小学生）６月１０日（日） 午前８時３０分 

                   アルビス小杉総合体育センター 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般男子、一般女子、家庭婦人 

   ・二部 中学男子、中学女子 

   ・三部 小学男子、小学女子 

  （２）参加資格 

   ・家庭婦人については、富山県ママさんバレーボール連盟に登録済みで２５歳以上 

の既婚者及び３５歳以上の未婚者で編成されているチームであること。 

  （３）競技規定 

   ・平成３０年度(公財)日本バレーボール協会制定の競技規則による。 

   ・全国ママさん連盟が定める「ママさんガイドライン２０１０」による。 

  （４）その他 

   ・試合方法、組合せ抽選は各団体等で話し合って行う。 

   ・参加者は必ずスポーツ安全保険に加入済みのこと。 

   ・競技中の怪我については応急処置を行うが、それ以後の責任は負わない。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部 射水市バレーボール協会副理事長 黒井 由紀子 

       TEL・FAX:０７６６－５６－５４５９ 

   ・二部 射水市立大門中学校 金井 博之 

       TEL:０７６６－５２－０１１６ FAX:０７６６－５２－２２８６ 

   ・三部 射水市バレーボール協会副理事長 宮原 正博 

       TEL・FAX:０７６６－５５－２４５８ 

  （２）申込締切 

   ・一部、三部 ６月１日（金） 

・二部 ５月１１日（金） 



 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・一部 射水市バレーボール協会副理事長 黒井 由紀子 

       TEL・FAX:０７６６－５６－５４５９ 

   ・二部 射水市立大門中学校 金井 博之 

       TEL:０７６６－５２－０１１６ FAX:０７６６－５２－２２８６ 

   ・三部 射水市バレーボール協会副理事長 宮原 正博 

       TEL・FAX:０７６６－５５－２４５８ 



（８）新体操競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会新体操競技 

 

２ 期日･会場   ５月２０日（日） 二部（中学生） 午前１０時 

                   一部（高校生）・三部（小学生） 午後１時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター大アリーナ 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

種  別 一部（高校男女） 二部（中学男女） 三部（小学男女） 

競技内容 ・団体 

男子 徒手体操 

女子 フープ５ 

・個人 

  男子 クラブ、スティック 

  女子 フープ、ボール 

クラブ、リボン 

・団体 

男子 徒手体操 

女子 クラブ１０ 

・個人 

  男子 ロープ、クラブ 

女子 フープ、ボール 

・団体 

男子 徒手体操 

女子 徒手 

・個人 

  男子 徒手、リング 

  女子 徒手、ロープ 

フープ、ボール 

クラブ、リボン 

参加規定 ・団体 

男子 １チ－ム６名 

女子 １チ－ム５名 

（補欠２名） 

・個人 

男子 オープン参加 

１種目のみの出場も可 

女子 オープン参加 

１種目のみの出場も可 

・団体 

男子 １チ－ム６名 

女子 １チ－ム５名 

（補欠２名） 

・個人 

オ－プン参加 

１種目のみの出場も可 

・団体 

男子 １チ－ム６名 

女子 １チ－ム５名 

（補欠２名） 

・個人 

オ－プン参加 

１種目のみ出場 

  （２）表彰 個人は、種目別、個人総合の各１位、２位を表彰する。 

        男女団体は、チーム単位で２位まで表彰する。 

  （３）県体出場 一部  団体・個人ともオープン参加 

二部  団体…２位まで  個人…個人総合２位まで 

三部  団体１チーム   個人…オープン参加 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市体操協会 親松 貴子 

    高岡市荻布１４－３ 

    TEL・FAX:０７６６－２１－７２７６ 

    TEL:０９０－２３７５－７０８９ 



E-mail:cheescakemonbrun@yahoo.co.jp 

  （２）申込締切 

   ・４月２７日（金） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市体操協会 親松 貴子 

    高岡市荻布１４－３ 

    TEL・FAX:０７６６－２１－７２７６ 

    TEL:０９０－２３７５－７０８９ 

E-mail: cheescakemonbrun@yahoo.co.jp 



（９）バスケットボール競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会バスケットボール競技 

 

２ 期日･会場   一部 ７月１日（日） 午前８時  

          ヨシダ大島体育館 

          二部 ５月２６日（土）、２７日（日） 午前８時 

          ヨシダ大島体育館 

          三部 ７月８日（日） 午前８時 

          ヨシダ大島体育館 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般男子、一般女子 

   ・二部 中学男子、中学女子 

   ・三部 小学男子、小学女子 

  （２）参加資格 

   ・一般に大学生を含めることができる。 

  （３）競技規定 

・現行日本バスケットボール協会競技規則に準ずる。 

   ・トーナメント及びリーグ戦方式 

    一部 ８分４クォーター 休憩５分（クォータータイム2分） 

    二部 ８分４クォーター 休憩５分（クォータータイム2分） 

    三部 ６分４クォーター 休憩５分（クォータータイム1分） 

  （４）その他 

   ・使用球は次のとおりとする。 

    一部 皮製７号ボール（男子） 皮製６号ボール（女子） 

    二部 皮製７号ボール（男子） 皮製６号ボール（女子） 

    三部 皮製５号ボール 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

     メールにて申し込むこと。 

   ・一部、三部 射水市バスケットボール協会 事務局長 柴田 宏 

          TEL:０９０－２８３４－１９１３ 

          E-mail:shiba103@p2.tcnet.ne.jp 

   ・二部 射水市立新湊中学校 橋本 晃洋 

       TEL:０７６６－８２－８０５０ 



       E-mail:hashimoto-koyo@tym.ed.jp 

 

  （２）申込締切 

   ・一部 ６月３日（日） 

   ・二部 ５月１１日（金） 

   ・三部 ６月２４日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・一部、三部 射水市バスケットボール協会 事務局長 柴田 宏 

          TEL:０９０－２８３４－１９１３ 

   ・二部 射水市立新湊中学校 橋本 晃洋 

       TEL:０７６６－８２－８０５０ 



（１０）ハンドボール競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ハンドボール競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般）５月２７日（日） 午後１時 

          二部（中学）５月２６日（土） 午前９時 

          射水市大門総合体育館 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部：一般男子 一般女子 

   ・二部：中学男子 中学女子 

  （２）参加資格 

   ・射水市民（または勤め先）であること。 

  （３）競技規定 

   ・平成３０年度日本ハンドボール競技規則で行う。 

  （４）競技方法 

   ・試合時間は２０－１０－２０とし、同点の場合５人のペナルティースロで決める。 

   ・１チーム１５名以内のプレーヤーで構成される。 

   ・両面テープのみ可とする。 

   ・公認球を使用する。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部、二部 射水市ハンドボール協会副会長（事務局） 樋上 敦士 

          TEL:０７６６－５６－１３３５ 

  （２）申込締切 

   ・一部、二部 ５月２１日（月） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市ハンドボール協会副会長（事務局） 樋上 敦士 

    TEL:０７６６－５６－１３３５（小杉中学校内） 

 

 



（１１）ソフトテニス競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ソフトテニス競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般）５月６日（日） 午前９時 

          二部（中学）５月１９日（土）、２０日（日） 午前９時 

                三部（小学）４月２９日（日） 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンターテニスコート 

          県営新港の森テニスコート 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部：個人戦（男女ダブルス） 団体戦 

   ・二部：     〃      団体戦 

   ・三部：個人戦（高学年男女ダブルス・低学年男女ダブルス） 

  （２）競技方法 

   ・日本ソフトテニス連盟ソフトテニス・ハンドブックによる。 

   ・一部は７ゲームマッチ 二部、三部は５ゲームマッチ 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部、三部 射水市ソフトテニス協会理事長 佐伯 剛 

          E-mail imizu-allstars@po6.nsk.ne.jp 

   ・二部 射水市中学校体育連盟ソフトテニス専門部 

  （２）申込締切 

   ・一部 ４月２９日（日） 

   ・二部 射水市中学校体育連盟ソフトテニス専門部指定期限 

   ・三部 ４月２２日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・一部、三部 射水市ソフトテニス協会理事長 佐伯 剛 

          E-mail imizu-allstars@po6.nsk.ne.jp 

   ・二部 射水市中学校体育連盟ソフトテニス専門部 

 

 



（１２）卓球競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会卓球競技 

 

２ 期日･会場    一部（一般）６月２４日（日） 午前９時 

          射水市大門総合体育館 

          二部（中学）５月２６日（土） 午前９時 

          アルビス小杉総合体育センター 

三部（小学）６月２４日（日） 午前９時 

          射水市大門総合体育館 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般 

    ○硬式の部（男･女 中学生以上） 

     男・女ダブルス戦とし、年齢は問わない。 

    ○ラージボールの部 

     男・女ダブルス戦とし、年齢は問わない。 

     県体出場選手予選会とする 

    ※参加人数により、予選リーグ及び試合形式の変更もあります。 

    ※原則ペアーを設定して申し込むこと。但し、ペアーのいない方は、単独で記入 

してください。 

   ・二部 中学 

    ○硬式の部 

     団体戦 リーグ戦とし、勝率、セット数で順位を決定する。 

         監督１名、選手６名、交代２名の計８名でチーム編成すること。 

     個人戦 トーナメント戦で行う。 

   ・三部 小学 

    ○硬式の部 

     男女別個人シングルス戦とし、予選リーグを行う。 

  （２）競技規定 

   ・日本卓球協会制定の硬式並びにラージボール卓球のルールを適用する。 

   ・日本卓球協会公認球とする。 

  （３）その他  

   ・高専・高校の３年生以下の男女及び中学についても、一部への参加を認める。 

    ただし、オープン参加とする。 

   ・服装は、ボールが見えにくいものでないこと（公認ユニホームが好ましい）。 

 



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部、三部 射水市卓球協会 副会長 南 和彦 

          射水市南太閤山１０－５７ TEL・FAX:０７６６－５６－６６３４ 

   ・二部 射水市立大門中学校 桶 修子 

       TEL:０７６６－５２－０１１６ 

  （２）申込締切 

   ・一部、三部 ６月８日（金）期日厳守 

   ・二部 ５月１日（火） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・一部、三部 射水市卓球協会 副会長 南 和彦 

          射水市南太閤山１０－５７ TEL・FAX:０７６６－５６－６６３４ 

   ・二部 射水市立大門中学校 桶 修子 

       TEL:０７６６－５２－０１１６ 

 



（１３）軟式野球競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会軟式野球競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般B）（マスターズ） 

５月１２日（土）、１３日（日）、２６日（土）午前８時３０分 

          ５月２７日（日）（予備日）   

          歌の森運動公園野球場 

          二部（中学）６月２３日（土）、２４日（日）午前９時 

          歌の森運動公園野球場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般B、マスターズ 

   ・二部 中学 

  （２）競技規定（一部） 

   ・試合は７回戦とし、１時間４５分の時間制限を適用する。 

   ・６回または時間による最終回時、同点の場合は特別延長戦を行う。 

   ・コールドゲームを適用する。３回１０点、５回７点差とする。降雨等の場合は５ 

回を基準とする。 

   ・同点の場合は特別延長戦を１回のみ行う。 

   ・ベンチに入る選手は最低１０名以上でなければならない。 

   ・メンバー表の交換は第一試合の２０分前、第二試合以降は前の試合４回終了時に 

審判本部に提出し攻守を決める。 

   ・決勝戦は、時間制限を適用しない。 

   ・マスターズの部はDH制を採用する。 

   ・上位２チームは県大会へ出場する。 

  （３）競技規定（二部） 

   ・２０１８年度公認野球規則に準じて大会を実施する。 

・得点差によるコールドゲームは５回以降７点差とする。 

   ・８回から特別ルール（継続打順で無死満塁）で延長戦を行う。ただし、６回終了 

時に同点の場合は７回から特別ルールを適用する。 

   ・９回を終了して同点の場合は抽選制度を適用する。 

   ・時間制限を設ける。（１時間４０分を越えて新しいイニングには入らない） 

   ・投手は、１日に７イニングしか登板できない。特別延長は違う。 

   ・捕手は、必ずファウルカップを装着すること。 

・選手登録は１９名以内とする。 

    



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・歌の森野球場 

    射水市黒河６８７ 

    TEL:０７６６－５７－８９８９ 

  （２）申込締切 

   ・一部 ４月１５日（日） 

   ・二部 ６月１０日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・歌の森野球場 

    射水市黒河６８７ 

    TEL:０７６６－５７－８９８９ 

 

 



（１４）相撲競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会相撲競技 

 

２ 期日･会場   ６月１０日（日） 午前８時３０分 

          グリーンパークだいもん相撲場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・三部 小学 

  （２）参加資格 

   ・射水市内の小学生で学校長の推薦を得たもの 

  （３）競技規定 

   ・日本相撲連盟競技会規則並びに審判規程による。 

   ・チーム編成は、監督１名、選手５名、交代３名（各校１チーム） 

    参加１２校以上の場合Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄゾーンに分けて予選リーグ戦を行う。 

    参加１２校未満の場合Ａ・Ｂゾーンに分かれて予選リーグ戦を行う。 

    各ゾーン上位２位チームによる決勝トーナメント戦を行う。 

  （４）表彰 

   ・団体１、２、３、３位を表彰する。 

   ・敢闘賞を表彰する。 

  （５）その他    

・大会本部にて傷害保険に加入する。 

・県体出場は２チームとする。 

・開始式終了後、アイシン相撲教室が開催されます。それまで準備体操等を済ませ 

ておくこと。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市相撲連盟 理事長 小坂 桂史 

FAX：０７６６－８２－４３１５ E-mail:kosakakeishi@gmail.com 

  （２）申込締切 

   ・５月１１日（金）午後３時まで 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市相撲連盟 理事長 小坂 桂史 

FAX：０７６６－８２－４３１５ E-mail: kosakakeishi@gmail.com 

 



（１５）柔道競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会柔道競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般）、三部（小学）６月１０日(日) 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター柔道場 

          二部（中学）５月２７日(日) 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター柔道場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

 団体戦 個人戦 

一部 

(一般) 
 

試合時間は４分とし、トーナメント戦とする。 

試合は、初,弐段の部 三,四段の部に分かれて 

行う。 

二部 

(中学) 

男子 

監督１名、選手５名 

(補欠２名) 

女子 

監督１名、選手３名 

(補欠１名) 

男子 

50㎏、55㎏、60㎏、66㎏、73㎏、81㎏、90㎏、 

90㎏超級 

女子 

40㎏、44㎏、48㎏、52㎏、57㎏、63㎏、70㎏、 

70㎏超級 

三部 

(小学) 

１チ－ム １１名 

４年２名 ５年２名 ６年３名  

監督1名、補欠各学年1名 

出場選手は低学年より、かつ 

各学年ごとに軽量選手からと 

する。 

試合時間は２分間とし、トーナメント戦とする。 

試合は、4年生の部 5年生の部 6年生の部と 

各学年ごとに行う。 

 ※二部（中学）は参加人数によっては各級を統合して行う場合がある。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部、三部 西岡 均 

    射水市西新湊１１－１３ TEL・FAX:０７６６－８２－４１０３ 

  （２）申込締切 

   ・一部、三部 ５月３０日（水） 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市柔道連盟 鎧塚 英樹 

    TEL:０９０－４３２６－４１４２ 



（１６）ソフトボール競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ソフトボール競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般男子、壮年） 

          ６月３日（日） 午前９時 

          歌の森運動公園多目的グラウンド、県立大学サッカー場 

          ６月１０日（日）（予備日） 

          大島中央公園グラウンド 

          県立大学サッカー場 

          二部（中学女子） 

          ５月１９日（土） 午前９時 

                   ５月２６日（土）（予備日） 

          大門中学校グラウンド 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般男子、壮年 

   ・二部 中学女子 

  （２）参加資格 

   ・射水市ソフトボール協会登録チームに限る。 

   ・チーム内に公認指導者資格の登録者がいること。 

  （３）競技規定 

   ・２０１８年度オフィシャル・ソフトボール・ルールとする。 

   ・試合方法は、トーナメント方式とする。 

   ・試合はすべて７回戦とし、５回以降７点差コールドゲームを適用する。 

   ・70分を過ぎて新しいイニングに入らない。 

   ・同点の場合は抽選により勝敗を決定する。 

  （４）表彰 

   ・優勝、次勝チームに表彰状を授与する。 

   ・上位２チームを県民体育大会に推薦する。 

  （５）その他 

   ・試合中のケガに開催者は責任を負わない。 

   ・試合球は、ゴム製３号球とする。 

   ・チームから審判員２名の協力をお願いする。 

 

 

 



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部 射水市ソフトボール協会 事務局長 岡田 清人 

       射水市戸破６３２２ 

       TEL:０９０－２３７６－７０２３ 

   ・二部 射水市立大門中学校 杉本 真澄 

       射水市二口２５８ 

       TEL:０７６６－５２－０１１６ 

  （２）申込締切 

   ・一部 ５月６日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市ソフトボール協会 事務局長 岡田 清人 

    TEL:０９０－２３７６－７０２３ 

 



（１７）バドミントン競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会バドミントン競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般の部）６月３日（日） 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

          二部（中学の部）５月２６日（土） 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

          三部（小学の部）６月３０日（土） 午前９時 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 １部男女ダブルス・シングルス 

２部男女ダブルス・シングルス 

３部男女ダブルス・シングルス 

        ４０歳以上男女ダブルス・シングルス 

       ※ダブルス・シングルスは兼ねてもよい。 

※一般男女で各部に参加者の偏りがある場合、少ない部門がある場合は統 

合することがある。 

   ・二部 中学校男女ダブルス・シングルス 

       ※ダブルス・シングルスは兼ねてもよい。 

       ※学校単位で申し込まれる場合は、個人票は必要ありません。団体申込書 

のみ記入してください。 

   ・三部 ６年生男女ダブルス・シングルス（Ａ・Ｂ） 

       ５年生男女ダブルス・シングルス（Ａ・Ｂ） 

       ４年生男女ダブルス・シングルス 

       ３年生以下男女ダブルス・シングルス 

       ※ダブルス・シングルスは兼ねてもよい。 

       ※小学生で１年間以上ジュニアチームにて練習を続けている選手で前年度 

の大会でベスト４以上に入っている選手はＡに申し込むこと。また、該 

当しない選手はＡ、Ｂどちらに申し込んでも可とする。 

       ※Ａの申込者がダブルス４組以内、シングルス４名以内の場合は２部制を 

撤廃し、Ａ、Ｂ合同で試合を行う。Ｂの優勝者には、敢闘賞を授与しＡ 

トーナメントにも参加できるものとする。 

※小学生で各学年に参加者の偏りがある場合、少ない部門がある場合は統 

合することがある。 

  （２）競技規定 

   ・日本バドミントン協会競技規則にて行う。 



   ・試合の参加数を考慮し最終試合が１５時ごろになるよう、ポイントを決定する。 

   ・使用シャトル 水鳥球 （本部で準備） 

  （３）参加料 

   ・１人 ５００円 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

・射水市バドミントン協会 灘 宏昌 

    射水市本町２－７－１ 

    E-mail:nada-sea.sca@po9.canet.ne.jp 

  （２）申込締切 

   ・一部、二部 ５月１８日（金） 

   ・三部 ６月１８日（月） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

・射水市バドミントン協会 灘 宏昌 

    射水市本町２－７－１ 

    E-mail:nada-sea.sca@po9.canet.ne.jp 

 



（１８）弓道競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会弓道競技 

 

２ 期日･会場   ６月２４日（日） 午前１０時 

          射水市大島弓道場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種目 

   ・近的個人競技 一般（高校生を含む）男子、女子の部 

  （２）参加資格 

   ・市内に住所を有する者、勤務・在学する者及び射水市弓道連盟会員とする。 

  （３）競技規定 

   ・全日本弓道連盟競技規則に準拠する。 

   ・坐射・四ッ矢２回 計８回の的中数により順位決定 

    ただし、４中以上を対象とする。 

・男女別とする。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先    

   ・大島弓道場内掲示申込用紙に記入のこと。 

  （２）申込締切 

   ・６月１７日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市弓道連盟事務局 

    TEL:０７６６－５２－０７７４ 

 



（１９）剣道競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会剣道競技 

 

２ 期日･会場   一部（一般）６月２４日（日） 午前９時３０分 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター剣道場 

          二部（中学）５月２６日（土） 午前９時３０分 

          射水市小杉体育館 

          三部（小学）６月２４日（日） 午前９時３０分 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター剣道場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 一般 

   ・二部 中学男子、中学女子 

   ・三部 小学 

  （２）競技規定 

 団 体 戦 個 人 戦 

一
部 

一般  

・トーナメント方式 

段位、人数等の制限なし 

試合時間４分 

  勝敗が決するまで延長 

二
部 

中
学
生 

男子 

・学校対抗リーグ戦 

１チーム５名 

    （補欠２名） 

・学年大会 

トーナメント方式 

女子 

・学校対抗リーグ戦 

１チーム５名 

    （補欠２名） 

・学年大会 

トーナメント方式 

三
部 

小学生 

・地区対抗リーグ戦 

１チーム５名 

    （補欠２名） 

試合時間２分 

  引き分け、延長なし 

・４年生以下の部 

・５年生以上の部 

トーナメント方式 

試合時間２分 

  勝敗が決するまで延長 

  （３）その他 

   ・団体試合のオーダー表は各チームにて作成すること。 

   ・大会当日は、各剣道教室から会場係として３名の父兄の方のご協力をお願いしま 

す。 

 



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・一部、三部 射水市剣道連盟 事務局長 野田 満 メールにて申し込むこと。 

    E-mail:macsnoda@po5.canet.ne.jp 

   ・二部 射水市立大門中学校 平 和章 

    TEL:０７６６－５２－０１１６ 

  （２）申込期日 

   ・一部、三部 ６月６日（水）    

   ・二部 ５月９日（水） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市剣道連盟 事務局長 野田 満 

    射水市三ケ２２６９－１０     

TEL:０７６６－５６－７１３０ 

 

 

 

 



（２０）空手道競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会空手道競技 

 

２ 期日･会場   ４月２９日（祝） 午前９時  

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター剣道場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一部 高校生以上男・女      個人形 個人組手 

   ・二部 中学生男・女         〃    〃 

   ・三部 小学生低学年・高学年     〃    〃 

  （２）参加資格 

   ・射水市空手協会会員及び新湊カモンスポーツクラブ会員登録者とする。 

  （３）競技規定 

   ・射水市空手協会申し合わせ事項により行う。 

    ただし、小学生低学年の組手は１・２回戦基本一本組手とし、準決勝戦より自由 

組手とする。小学生高学年の組手は１・２・３回戦基本一本組手とし、準々決勝 

戦より自由組手とする。中学生・高校生以上の組手は自由組手とする。 

   ・すべてトーナメント方式。ただし、形の順位決定戦は点数制とする。 

  （４）参加料 

   ・７００円 

  （５）その他 

   ・危険防止のため、組手試合においては選手全員拳サポーターを使用し自由組手試 

合に際してはボディプロテクターとメンホーを装着のこと。 

   ・試合中の怪我や疾病については応急処置のみ行うが、その他は各自の責任におい 

て行う。 

   ・選手は試合当日必ず健康保険証を持参のこと。 

 

４ 申込先及び申込期日 

  （１）申込先 

   ・射水市空手協会 事務局長 田中 英昭 

    TEL:０７６６－８４－２２７３ 

   ・射水市空手協会 理事長 北 富次男 

    TEL:０７６６－８４－６１４３ 

  （２）申込期日 

   ・４月１日（日） 出場申込書と参加費７００円を添えて提出すること。 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市空手協会 事務局長 田中 英昭 TEL:０７６６－８４－２２７３ 

 



（２１）クレー射撃競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会クレー射撃競技 

 

２ 期日･会場   ５月６日（日） 午前９時 

          南砺市クレー射撃場 

 

３ 実施要項 

  （１）参加資格 

   ・射水市猟友会会員第１種免許登録者 

  （２）競技規定 

   ・平成３０年度大日本猟友会安全狩猟射撃大会競技規則に準じ、次の項目について 

は中部６県猟友会ブロック射撃大会方式とする。 

   ・競技内容 Ｆ・Ｔ５ｍ…４０個 Ｆ・Ｔ１０ｍ…２０個 

Ｓ…２０個 計８０個 

   ・使用弾数 Ｆ・Ｔ（５ｍと１０ｍ）は７．５号以下、Ｓ・Ｒは９号以下（重量は 

問わない。）とし、それ以外を使用した場合は失格とする。 

  （３）参加料 

   ・年会費１０，０００円から差し引く（実包は各自負担）。 

  （４）県体出場 

   ・本大会成績優秀者は、県民体育大会出場に推薦することとする。 

  （５）その他 

   ・銃及び実包の保管管理は自己の責任において万全を期すること。 

   ・実包は各自購入の上持参すること。 

   ・使用散弾は上記のとおり間違いの無いよう購入すること。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市クレー射撃部事務局 

  （２）申込締切 

   ・４月２７日（金） 

    参加選手等に変更がある場合は、大会前日までに報告すること。 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市クレー射撃部事務局 山田 義則 

    TEL:０９０－２３７５－３０８２ 

 

 



（２２）ゲートボール競技 

 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ゲートボール競技 

 

２ 期日･会場   ６月８日（金） 午前９時 

          射水市浅井グラウンドゲートボール場（スパーク大門） 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別  

   ・一般男子、一般女子（１８歳以上） 

  （２）参加資格 

   ・平成３０年度射水市内在住及び勤務地が市内であれば可 

   ・市連盟登録チーム・登録会員で自由編成できる。 

  （３）競技規定 

   ・日本ゲートボール連合公式競技規則及び審判実施要項による。 

   ・審判は、相互審判制とする。 

   ・チームは、５名の競技者及び３名以内の交替競技者で構成し、内１名を主 

    将とする。専任監督１名を置いてもよい。 

   ・１コート３～４チームでリーグ戦（リンク戦）を行い各コートの勝者を決 

    める。順位決定方法は、リーグ戦は勝数・得失点差・対戦成績で決める。 

   ・リンク戦は勝数・総得点・対戦成績で決め決勝トーナメント戦にて優位を 

    決定する。 

  （４）参加料 

   ・１チーム ２，０００円（大会当日受付で納入すること。） 

   ・組合せ後の棄権は参加料を協会へ納入すること。 

  （５）その他 

   ・ボールは主管支部で準備。他はチームで用意すること。 

   ・雨天決行。雨具の準備をすること。 

   ・運動のできる服装で運動靴・帽子を着用のこと。 

   ・昼食は各自で、また出したゴミ等は持ち帰ること。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・各支部でまとめ、市連盟へ申し込むこと。 

  （２）申込締切 

   ・５月１８日（金）（必着） 

 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市ゲートボール連盟 会長 南 甚一 

    TEL:０７６６－５２－１９７８ 



（２３）ゴルフ競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ゴルフ競技 

 

２ 期日･会場   ５月２７日（日） 午前７時 

          小杉カントリークラブ 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・一般 

  （２）参加資格 

   ・射水市民及び射水市所在の事業所に勤務する者 定員 ２００名 

  （３）競技規定 

   ・１８ホールストロークプレーとする。 

グロスの部（バックティ使用） 

    順位は１位～５位まで①グロス上位②モーニングベスト③年齢順 

    ６位以降は、ダブルペリアになりペリアの部に入る。 

ペリアの部 

    ハンディキャップはダブルペリア方式による。ハンディキャップは３６までとし、 

同ネットの場合は年長順とする。フロントティ使用（７０歳以上の方はゴールド 

ティーの使用可）レディース・ジュニアはレディーススティ使用 

  （４）参加料 

   ・キャディ付  １４，０００円  セルフプレー １０，５００円 

   ・ジュニア（射水市ゴルフ協会ジュニア会員） 無料 

   ・キャンセル料 組合せ発表後の欠席については２，０００円徴収いたします。 

  （５）表彰 

   ・個人 グロスの部、ぺリアの部、ジュニアレディースの部 

   ・団体戦地区対抗の部（上位５名の成績で決定） 

   ・表彰式 午後３時３０分 小杉カントリークラブ 

  （６）県体出場 

   ・グロスの部上位４名（射水市民）は、県民体育大会二部（学生・女子を除く）の 

代表選手候補とする。 

  （７）その他 

   ・この大会は市民の親睦を目的としており、組合せ希望がなければ各地区混合にな 

ります。 

   ・キャディ付希望者はキャディの人数上セルフになる場合があります。 

 

 



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・実行委員 

    新湊地区 青山育夫 赤江寿美雄 北野敏夫 島正己 尚和治夫 作道宗紀 

中田光俊 中野清志 西守真一 朴木哲雄 水持雪美 吉野省三 

和田格 

小杉地区 岩城玲子 浦山哲郎 大坪豊 木村正明 久々豊 塩井実 中波俊一 

         永森忠志 野開太悦 長谷貞夫 山屋武明 

    大門地区 河合雄一 坂森理 白石康明 高橋久和 丹保正敏 西田幸子 

         松長勝弘 松本隆義 渡辺隆 

    大島地区 井波博文 小川秀明 兼松豊 窪田潤浩 小西清孝 島田重太郎 

 塚本悦子 山崎重治 吉田誠一 

    下村地区 石川晶央 表友昭 進邦高広 竹内俊夫 竹脇寛 橋本稔 溝口一郎 

  （２）申込締切 

   ・５月１１日（金） 指定の申込用紙にて上記実行委員に申し込む。 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市ゴルフ協会 事務局長 吉田 誠一 

    TEL:０７６６－５２－８２４０ 

 



（２４）ビーチボール競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会ビーチボール競技 

 

２ 期日･会場   ５月２７日（日）午前９時 

新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・男子の部          ・女子の部 

    Ａクラス(１８歳以上の部）   Ａクラス(１８歳以上の部） 

    Ｂクラス(３０歳以上の部）   Ｂクラス(３０歳以上の部） 

    Ｃクラス(４０歳以上の部）   Ｃクラス(４０歳以上の部） 

    Ｄクラス(５０歳以上の部）   Ｄクラス(５０歳以上の部） 

    Ｅクラス(６０歳以上の部）   Ｅクラス(６０歳以上の部) 

  （２）参加資格 

   ・射水市ビーチボール協会員または射水市民 

   ・年齢は平成３０年４月１日現在の満年齢としクラスを下げての出場は可とする。 

  （３）競技規定 

   ・日本ビーチボール協会認定ル－ルを適用する。 

   ・リーグ戦及びトーナメント方式とする。 

   ・すべてのセットは、サービスポイントとする。 

   ・チーム編成は監督１名、選手６名以内をもって編成する。ただし、監督が選手を 

兼ねる場合は、６名以内とする。 

   ・ユニフォームは統一し、１番～７番までのゼッケンを前後中央に付けること。 

   ・ゼッケンは監督１番、主将２番とする。 

  （４）審判 

   ・リーグ戦は、次試合の両チームから各３名、最終試合は、第１試合の両チームか 

ら３名が、審判等（主審・副審・線審・得点掲示員）を行うこととするが、場合 

により別に指示する。 

・決勝トーナメントは、別途指示する。 

・主審、副審、線審は審判服及びワッペンを着用すること。 

・各チームは審判有資格者が２名以上含まれること、または帯同すること。 

・新規参加チームは事務局が協力する。 

（５）参加料 

   ・１チーム １，５００円 

（６）その他 

   ・締切後のキャンセル及び棄権チームからの参加料は徴収する。 

   ・各チームは、ネームプレート（縦７㎝×横２５㎝程度）を準備すること。 



４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・参加申込書を記入し、参加費を添えて下記抽選会場にて申し込むこと。 

    平成３０年５月１０日（木）１９時３０分から（時間厳守） 

    新湊アイシン軽金属スポーツセンター 会議室 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市ビーチボール協会 事務局長 利田 治人 富山市秋吉新町２７－１２ 

 



（２５）パークゴルフ競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会パークゴルフ競技 

 

２ 期日･会場   ５月２７日（日） 午前７時３０分 

          射水市下村パークゴルフ場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・男女別個人戦（３６ホールストロークプレー） 

   ・団体戦 １チーム１０名記名式（下記にて構成する） 

        男女混合１０名（女子は３名以上） 

  （２）参加資格 

   ・射水市加盟団体に登録する射水市内在住の方 

  （３）競技規定 

   ・日本パークゴルフ競技規則に準ずる。ただし、ローカルルールを適用する。 

   ・団体戦の順位は１０名のスコアの合計で決める。 

   ・同点の場合は１０番目～１番目のスコアのカウントバックで決める。 

  （４）参加料 

   ・１，０００円（昼食、飲み物を含む。） 

   ・コース使用料（登録会員以外） ６９歳以下４１０円 ７０歳以上２１０円 

   ・団体戦１チーム ３，０００円 

  （５）日程 

   ・受付開始 ７：００～７：３０ 

   ・開始式  ７：３０ 

   ・競技開始 ８：００ 

  （６）その他 

   ・競技中の傷害、事故については傷害保険内で対応する。 

   ・用具は原則、各自持参とする。 

   ・平底のシューズを履き、運動のしやすい服装とする。 

   ・スタート１０分前まで各自スタートコースの控え場所で点呼を受けること。 

   ・大会当日は一切の練習を禁止とし、前の組との間隔を空けないようにすること。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・協会員は各地区パークゴルフ協会に申込む。 

   ・各協会はまとめて小杉パークゴルフ協会事務局に申し込む。 

  （２）申込締切 



   ・５月１３日（日） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・小杉パークゴルフ協会事務局 草野 英治 

    TEL:０９０－２１７３－０４６１ 

 



（２６）フレッシュテニス競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会フレッシュテニス競技 

 

２ 期日･会場   ６月１７日（日） 午前９時１０分 

          新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

   ・男子フリー（年齢制限なし） 

   ・女子フリー（年齢制限なし） 

   ・５０歳以上男子（年齢は平成３０年４月１日現在） 

   ・５０歳以上女子（年齢は平成３０年４月１日現在） 

    ※５０歳以上の部において、参加が３チーム以下の場合は採用しない。 

※女子は男子を兼ねてもよい。 

  （２）参加資格 

   ・平成３０年４月２日現在の満年齢が１５歳以上の射水市在住者または射水市内勤 

務者及び射水市フレッシュテニス協会に登録している者。 

   ・ペア申込を原則とし、協会登録者は加盟クラブから出場する。 

    （ただし、やむを得ない場合は個人申込も認める。この場合のペア決定は協会で 

行う。） 

  （３）競技規定 

   ・富山県フレッシュテニス協会の定める競技規則による。 

   ・予選は３～４チームによる変則リーグとする。 

   ・各競技区分とも、参加が４から６チームの場合は予選を行わない。（フリーの部 

が３チーム以下の場合も含む。） 

   ・決勝戦の方法はチーム数により別途決定する。 

・試合は１ゲーム４点の５ゲームマッチ、３ゲーム先取とする。 

・ゲーム進行の均衝と大会を促進するため、予選のみ促進ルールを適用し、最大５ 

点で勝敗を決定する。 

   ・試合球はミズノ球で行う。（主催者側で準備する。） 

  （４）参加料 

   ・１人 ６００円 

    ただし、協会登録者は３００円 

  （５）代表者会議及び抽選会 

   ・６月７日（木）午後７時３０分から南太閤山コミュニティセンターで行う。 

   ・各クラブから１名出席してください。（欠席の場合は事務局で抽選します。） 

  （６）その他 



   ・内、外履きの区別をすること。 

   ・出場選手は、スポーツ傷害保険に加入していること。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市フレッシュテニス協会 西出 和男 

    射水市太閤山５－６３ 

    TEL:０７６６－５６－１８６８ 

    E-mail:fresh_imizu215@yahoo.co.jp 

  （２）申込締切 

   ・５月３０日（水） 

 

５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市フレッシュテニス協会 西出 和男 

    射水市太閤山５－６３ 

    TEL:０７６６－５６－１８６８ 

    E-mail: fresh_imizu215@yahoo.co.jp 

 

 



（２７）カローリング競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会カローリング競技 

 

２ 期日･会場   ６月７日（木） 午前９時３０分 

          アルビス小杉総合体育センター大アリーナ 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

・メジャー競技 

  （２）参加資格 

   ・カローリング協会会員及びカローリング愛好者で１８歳以上の者。 

（ただし、１チーム３人で申し込むこと。） 

  （３）競技規定 

   ・６イニング制とし、各チーム３回戦の総合得点で順位を決定する。 

   ・定数は６４チーム 

  （４）参加料 

   ・１チーム １，５００円  

  （５）日程 

   ・受  付  ９：００～９：３０ 

   ・開 始 式  ９：３０～９：５０ 

   ・競技開始 １０：００～１６：００ 

   ・閉 会 式 １６：２０ 

  （６）その他 

   ・内履き（運動靴）を必ず持参すること。 

・ゴミは必ず各自で持ち帰ること。 

・参加者の変更は、受付で変更届を提出してください。 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市カローリング協会 江尻 敬三 

    射水市戸破３６７０－３ 

    TEL:０７６６－５５－３８８７ 

  （２）申込締切 

   ・５月１５日（火） 

 

 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市カローリング協会 江尻 敬三 

    射水市戸破３６７０－３ 

    TEL:０７６６－５５－３８８７ 



（２８）スキー競技 
 

１ 名  称    第１３回射水市民体育大会スキー競技 

 

２ 期日･会場   平成３１年２月１０日（日） 午前９時 

          牛岳温泉スキー場特設会場 

 

３ 実施要項 

  （１）競技種別 

・スキー競技の部 大回転（１本でのタイムレース）電光計時 

    １部（小学生２年生以下 男・女） 

    ２部（小学３・４年生  男・女） 

    ３部（小学５・６年生  男・女） 

    ４部（中学生      男・女） 

    ５部（３５歳未満    男・女） 

    ６部（４５歳未満    男・女） 

    ７部（５５歳未満    男・女） 

    ８部（６５歳未満    男・女） 

    ９部（６５歳以上    男・女） 

  （２）参加資格 

・射水市内に在住、勤務、在学する者及び射水市スキー協会員 

  （３）参加料 

   ・１～４部 ５００円 

・５～９部 １，０００円 

  （４）日程 

   ・受  付  ８：００～８：３０ 

   ・開 始 式  ９：００ 

   ・競技開始 １０：００ 

   ・閉 会 式 １４：００ 

 

４ 申込先及び申込締切 

  （１）申込先 

   ・射水市スキー協会事務局（小杉スポーツ内） 

    TEL:０７６６－５５－１３３１ 

  （２）申込締切 

   ・平成３１年１月２７日（日） 

 

 



５ 大会に関する問い合わせ先 

   ・射水市スキー協会事務局（小杉スポーツ内） 

    TEL:０７６６－５５－１３３１ 
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