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第７５回福島県総合体育大会県民スポーツ大会 

喜多方市予選大会 兼 耶麻方部大会 実施要項 

（案） 

 

１．目  的  第７５回福島県総合体育大会県民スポーツ大会の開催を通して、喜多方市・北塩原村・

西会津町のスポーツ関係者の親睦を図り、会津地域大会への出場チームを決定するこ

とを目的とする。 

 

２．主  催  公益財団法人喜多方市体育協会 市町村体育協会会津地域連合会耶麻支部 

 

３．共  催  喜多方市教育委員会 

 

４．主  管  喜多方ソフトボール協会 喜多方市卓球協会 喜多方ソフトテニス協会 

喜多方バドミントン協会 喜多方バレーボール協会 喜多方テニス協会 

会津若松市家庭バレーボール協会 

 

５．日  程  令和４年６月２６日（日）監督会議    ８：００～ 

                    開会式／開始式 ８：３０～ 

                    競技開始    ９：００～ 

        ※屋外種目の予備日は７月３日（日）に同会場で行う。 

        ※予備日が荒天等で実施できない場合は試合を中止し抽選により順位を決定する。 

 

６．会場／実施種目／参加チーム数 

  □開 会 式 ［押切川公園体育館］  

※卓球・バドミントン・家庭バレーボール競技の各チームは参加すること。 

□開 始 式 ［熱塩加納運動場テニスコート］ 

※ソフトテニス・テニス競技は、合同で行う。 

 ［押切川公園スポーツ広場］ 

※壮年ソフトボール競技は単独で行う。 

  □閉 会 式 ［競技種目毎に各会場で行う。］ 

※入賞チームの選手は参加のこと。 

  ○壮年ソフトボール ［押切川公園スポーツ広場］                          ※オープン参加 

○卓 球 ［押切川公園体育館メインアリーナ orサブアリーナ］  ※オープン参加 

  ○ソ フ ト テ ニ ス ［熱塩加納運動場テニスコート］           ※オープン参加 

  ○バ ド ミ ン ト ン ［押切川公園体育館メインアリーナ orサブアリーナ］   ※オープン参加 

  ○家庭バレーボール ［押切川公園体育館メインアリーナ］         ※オープン参加 

  ○テ ニ ス ［熱塩加納運動場テニスコート］           ※オープン参加 

 

７．競技方法 

  ⑴喜多方市；チームの編成は、公益財団法人喜多方市体育協会加盟各町体育協会を参加主体とし、 

        各種目１チームのみの参加とする。 

   北塩原村・西会津町；小学校区単位ごとに各種目１チームのみの参加とする。 

   但し、ソフトテニス・バドミントン・卓球・テニスについては、市町村単位でもよい。 

  ⑵原則的にＡ・Ｂの２ブロックリーグ戦を行い、各ブロック１位同士で決勝戦を行う。但し、壮年

ソフトボールについては、トーナメント方式とする。（３位決定戦を行わない。） 
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   ※壮年ソフトボール種目で概ね８～１０チーム以上の参加があった場合は、同会場のナイターで

喜多方市選出チームを対象として予選試合を行う。 

  ⑶本要項並びに打合せ会及び当日の監督会議等での申し合わせ事項以外は、福島県総合体育大会県

民スポーツ大会要項に定めた競技規則並びに耶麻支部で定めた実施要項・競技規則・申し合わせ

事項に準じて実施する。 

  ⑷出場は、一人一種目とする。 

  ⑸年齢起算日は、本年４月１日とする。 

  ⑹(公財)福島県体育協会加盟の競技団体に選手登録している者及び学生・生徒は参加できない。 

 

８．参加上の注意  ⑴健康診断は各チームの責任において全選手が実施するものとする。 

          ⑵参加選手は、スポーツ安全協会傷害保険等に加入するものとする。 

 

９．参加申込  ⑴所定の「選手名簿」を「打合せ抽選会（本要項 10参照）」の「前日」までに事務 

／名簿提出   局（本要項 13参照）に提出すること。（今回参加申込書は使用しない） 

         ※ＦＡⅩ（添書不要）・メールでの提出可。期日までに事前連絡なく提出がない場合

は、出場しないものとする。なお、ＦＡＸの場合は本書を「打合せ抽選会（本要

項 10参照）」時に提出すること。 

         ※「選手名簿」の変更は、６月２１日（火）まで認める。 

         ※大会が延期となり選手に変更があった場合は、大会当日に新たな「選手名簿」を

必要部数（審判１部・大会事務局１部・対戦チーム数分）を用意し、監督会議時

に提出すること。 

 

10．打合せ抽選会  令和４年６月１６日（木）１８：３０より押切川公園体育館２階会議室で開催す

るので出場予定チームは出席すること。 

連絡なく代表者（監督等）の出席が無い場合は、出場しないものとして取り扱う。 

なお、各市町村体育協会事務局は必ず出席すること。 

 

11．表  彰  各種目上位３チームには以下のとおりそれぞれ授与する。 

区 分 賞  状 
耶麻方部大会の 

優勝楯（持ち回り） 

優 勝 賞 金 

（試合実施種目のみ） 

優 勝チーム ○ ○ ○ 

準優勝チーム ○   

第３位チーム ○   

 

12．そ の 他 

  ⑴以下の耶麻方部の前々回大会優勝チームは、開会式・開始式で必ず耶麻方部大会優勝楯を返還す

ること。また、各体育協会事務担当者は、責任をもって連絡すること。 

    ○壮年ソフトボール： 塩川クラブ（喜多方市） 

    ○卓      球： ※参加チーム無し 

    ○ソフトテニス： 庭球友の会（喜多方市） 

    ○バドミントン： 裏磐梯バドミントンクラブ（北塩原村） 

    ○家庭バレーボール： 西会津町チーム（西会津町） 

    ○テ ニ ス ： 喜多方Ａ（喜多方市） 

  ⑵各種目の優勝・準優勝のチームは、次により開催される福島県総合体育大会県民スポーツ大会会

津地域大会に出場できる。 

    ○月 日  ８月７日（日） 予備日：８月２１日（日） 

○開催地  北会津方部 
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・開会式：［猪苗代町総合体育館（猪苗代町）］ 

・壮年ソフトボール：［猪苗代町運動公園（猪苗代町）］ 

・卓球／バドミントン：［猪苗代町総合体育館（猪苗代町）］ 

・ソフトテニス：［あいづドーム（会津若松市）］ 

・家庭バレーボール：［あいづ総合体育館（会津若松市）］ 

・テニス：［運動公園テニスコート（会津若松市）］ 

    なお、福島県総合体育大会県民スポーツ大会会津地域大会に出場するチーム代表者・各支部事

務局は、次により行われる抽選会に出席し、参加申込書を猪苗代町体験交流館学びいなに提出す

ること。 

    ○日   時  ７月２１日（木） １８：３０～ 

    ○抽選会会場  ソフトテニス・家庭バレーボール 

→会津若松市追手町第二庁舎（会津若松市追手町２－４１） 

             卓球・テニス 

         →磐梯町中央公民館（磐梯町磐梯仁渡１０１８） 

             壮年ソフトボール・バドミントン 

→猪苗代町体験交流館学びいな（猪苗代町字鶴田１４１－１） 

    ○参加申込み  猪苗代町体験交流館（学びいな） 

  ⑶新型コロナウイルス感染予防対策を自主的におこない、新型コロナウイルス感染リスクがある 

ことをご承知のうえ参加してください。また、万が一に新型コロナウイルスに感染した場合でも

自己責任において対処してください。主催者はその責任を負いませんのでご注意ください。 

 

13．事 務 局  公益財団法人喜多方市体育協会 

         住 所；〒966-0094 喜多方市字押切一丁目 86番地(押切川公園体育館内) 

         電 話：０２４１－２３－０７７１   ＦＡＸ：０２４１－２３－０７８０ 

         E－mail：info@kitakata-taikyo.jp    ＨＰ：☛喜多方市体育協会で検索 

 

 

【新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について】 
 

１ 新型コロナウイルス感染状況の影響による大会の延期・中止について 

 ⑴開催要項・開催通知文書・（公財）喜多方市体育協会ＨＰなどにその旨を明記し事前に告知する。 

⑵延期・中止の判断の基準 

 次の要件が発生した場合、主催者が協議し決定する。 

  ①国・福島県・喜多方市・北塩原村・西会津町で、喜多方市・北塩原村・西会津町を対象とする緊

急事態宣言・緊急対策などが発出された場合 

  ②喜多方市・北塩原村・西会津町でクラスターが発生した場合 

  ③喜多方市・北塩原村・西会津町で新型コロナウイルス感染症の拡大状況が急拡大か顕著である場

合 

  ④その他 

⑶判断の時期 

  上記⑵の状況が明らかになった時点で速やかに主催者が協議し判断する。※大会直前の延期・中止

もあり得る。 

 ⑷延期・中止の場合の対応 

  延期・中止の決定がなされた当日か翌日に、（公財）喜多方市体育協会ＨＰに延期・中止の記事を掲

載し、関係団体・関係者に延期・中止の連絡を行う。 

 

２ 新型コロナウイルス感染状況下における特別措置 

mailto:info@kitakata-taikyo.jp
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⑴無観客とする。 

⑵開会式・開始式は簡素化し（来賓案内・選手宣誓はなし）て行う。 

⑶表彰式は簡略化（入賞チーム・入賞者のみの参加／記念撮影）して行う。 

⑷屋内競技の場合、主管協会が試合進行状況を見計らい、会場の換気を行う。 

 

３ 参加者が順守すべき事項及び新型コロナウイルス感染予防対策 

（→監督・コーチ・選手、大会役員・係員等の来場する全関係者が対象です） 

 ⑴大会２週間前から～大会の受付前 

  ①緊急事態宣言等の対象地域への往来を自粛し、不要不急な生活圏外への外出、大人数での会食、

大規模なイベント参加を自粛すること。 

   ※「密閉」、「密集」、「密接」の三つの密と「感染リスクが高まる５つの場面」などを避け、「新し

い生活様式」などを参考に、感染予防を心掛けること。 

  ②検温及び健康状態等の確認を行い、その結果を記録しておくこと。 

  ③参加者は、大会当日朝の検温で平熱より１度以上（又は 37.5度以上）高い場合は、チーム代表者

及び主催者に報告するとともに、本大会への参加を自粛すること。 

  ④次の事項に該当する場合は、申込み及び出場・出席を自主的に辞退し、申込み後は各団体代表者

及び主催者に電話・メールなどで連絡すること。（直接、会場に来ないこと。） 

  ａ体調がよくない。（例：発熱・咳・倦怠感・味や匂いが分からない・息苦しいなどの症状がある） 

   ｂ同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

   ｃ政府から入国規制・入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航又は当該在住者

と濃厚接触がある。 

   ｄ上記③の場合 

  ⑤選手・チーム関係者に感染者が出た場合は、当該選手だけでなく所属チームも出場不可とする。 

⑥新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣОＣОＡ）の活用の検討・周知をお願いします。 

 ⑵大会当日 

  ①上記⑴②の記録を反映した「体調管理チェックシート（別紙１・２）」を受付時に提出すること。 

※各団体代表者は、来場する関係者全員分を集約し提出すること。 

※体調管理チェックシートの別紙１と２のどちらを使用してもかまいませんが、記入・提出漏れ

がないようにお願いします 

  ②ウォーミングアップや競技中を除きマスクを着用すること。※熱中症・脱水などに注意すること。 

  ③ソーシャルディスタンス（約２ｍ）を意識すること。 

  ④こまめな手洗い、アルコール等による手指及び物品の消毒を実施すること。また、使用した物品

は、各自で管理し、ゴミは持ち帰ること。（アルコールを主催者で準備します。） 

  ⑤大声での会話及び声援や円陣・ハイタッチなどは自粛し、拍手などで応援を行うこと。 

  ⑥飲食物やタオル等の物品は、共有共用しないこと。 

  ⑦水分補給を適切に行い、熱中症・脱水の予防に心がけること 

  ⑧当日は、必要最小限の人数で来場すること。 

  ⑨主催者が非接触型体温計等を準備するので、会場入場（受付）時に検温すること。 

  ⑩選手・チームは、自身の試合が終了したら、後片付けをおこない速やかに帰宅すること。（入賞選

手・チーム以外） 

⑶大会終了後～２週間後 

  ①検温及び健康状態の確認を行うこと。新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は速やか

に各団体代表者及び大会事務局（本要項 10参照）に報告すること。なお、この場合、「体調管理

チェックシート」を関係機関及び他の関係者・関係団体に連絡することがありますので予めご了

承願います。 

  ②終了後の飲食を伴う慰労会やミーティング等は行わないこと。 



 

＜各競技種目実施要項＞ 

 

【壮年ソフトボール】 

１．参加資格 

 （公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

２．チームの構成 

監督１名（選手を兼ねることができる）、選手２０名（満４０歳以上の男子）以内と 

し、うち１名はキャプテンとする。 

３．競技規則 

 （1）金具のついたスパイクシューズを使用しない。 

 （2）バットはソフトボール協会検定３号のバットとする。 

 （3）試合球はゴム３号球とする。 

 （4）試合は５回戦までとし、同点の場合は抽選、３回以降１０点差はコールドゲームと

する。     

 （5）投補間は１４．０２ｍとする。 

 （6）ユニフォームは使用しなくてもよい。但し、胸にチーム名、背に番号をつける。番

号は１～９９を当てる。主将は１０、監督は３０とする。 

 （7）（１）～（６）以外は日本ソフトボール協会ルールを適用する。 

 （8）ダブルベースを使用する。 

※ 申合せ事項 

 （1）各チームは２名の審判補助等の協力をする。 

 （2）メンバー表は４部複写のものを使用。事務局・主審・対戦チーム・控えに各１部ず

つ提出する。 

 （3）ヘルメットは打者走者全員着用のこと。但し、コーチャーはヘルメットを着用する

ことが望ましい。 

 （4）試合球は、ナイガイ検定３号球を使用する。 

 

【卓球】 

１．参加資格 

 （公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

２．チームの構成 

   監督１名（選手を兼ねることができる）、１チームは選手６名、補欠４名の１１名以内

で、うち１名をキャプテンとする。 

   ①満１９歳以上の男子         ３名 

   ②満１９歳以上の女子         ３名 

３．競技規則 

 （1）現行の日本卓球ルール、新卓球（ラージボール）ルール規程による。 

 （2）団体戦（対戦はダブルス）とし、１試合１１点３ゲームマッチとする。 

    ※１２－１２となった場合は１３点目を先取した者を勝者とする。 

 （3）試合順序は次のとおりとする。 

①男子ダブルス  ②女子ダブルス  ③混合ダブルス 

※男女ダブルスと混合ダブルスの重複は認めない。 

 （4）服装は自由とし、プレーに支障のないものを着用し、背にゼッケンをつける。 



 

上・・・氏  名 

     下・・・市町村名 

★★ ★★ 

○×町 

（Ｂ5版） 

 

※ 申合せ事項 

 （1）各チームは審判等の協力をする。 

 （2）試合球は、公認球「ニッタク」ラージボール（４４プラ３スター）を使用する。 

（3）下位トーナメントは行わない。 

 

【ソフトテニス】 

１．参加資格 

（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

  （ただし、選手登録をしていても県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者は

参加できる。） 

２．チームの構成 

    監督１名（選手を兼ねることができる）、選手６名、補欠６名の１３名以内で、うち

１名をキャプテンとする。 

   ①満１９歳以上２９歳までの男子    １組（２名） 

   ②満１９歳以上の女子         １組（２名） 

   ③満３０歳以上の男子         １組（２名） 

   但し、当該年齢層の者に、その年齢以上の者が代ることができる。 

３．競技規則 

 （1）ラケット及びボールは（公財）日本ソフトテニス連盟指定のものを使用する。 

 （2）団体戦（対戦はダブルス）とし、７ゲームマッチとする。 

 （3）３組全てが対戦するものとする。 

 （4）試合順序は次のとおりとする。 

①  ②  ③   

 （5）シューズはテニスシューズとする。服装は自由とするが、プレーに支障のないもの

を着用し、背にゼッケンをつける。 

上・・・氏  名 

     下・・・市町村名 

★★ ★★ 

○×町 

（Ｂ５版） 

 

 （6）これ以外については（公財）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。 

※ 申合せ事項 

 （1）各チームは審判等の協力をする。 

 （2）試合球は、ケンコーソフトテニスボール（ホワイト）を使用する。 

 （3）選手変更は３名までとする。 

〈備 考〉 

   ①県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者とは、当該年度において各大会

どちらにも参加していない者をいう。 

   ②ここでの県総合体育大会とは、国体・東北総体選手選考会のことをいう。 

 ③（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とは、県体育協会加

盟の福島県ソフトテニス連盟に選手登録していない者のことをいう。 

 

【バドミントン】 

１．参加資格 

  （1）（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

    （ただし、選手登録をしていても県選手権大会、県総合体育大会に参加していない 



 

者は参加できる。） 

  （2）県レディースバドミントン連盟のみに登録している者は出場できる。 

２．チームの構成 

    監督１名（選手を兼ねることができる）、選手６名、補欠６名の１３名以内で、うち

１名をキャプテンとする。 

   ①満１９歳以上２９歳までの男子    １組（２名） 

   ②満１９歳以上の女子         １組（２名） 

   ③満３０歳以上の男子         １組（２名） 

   但し、当該年齢層の者に、その年齢以上の者が代ることができる。 

３．競技規則 

 （1）シャトルコックは（公財）日本バドミントン協会検定シャトルコック（水鳥製）を

使用する。 

 （2）団体戦(対戦はダブルス)とし、1ゲーム 21点で 3ゲームマッチとし、2ゲーム先取

した組を勝ちとする。  

（3）３組全てが対戦するものとする。 

 （4）試合順序は次のとおりとする。 

①  ②  ③   

 （5）服装は自由とし、プレーに支障のないものを着用し、背にゼッケンをつける。 

上・・・氏  名 

     下・・・市町村名 

★★ ★★ 

○×町 

（Ｂ５版） 

 

 （6）これ以外については（公財）日本バドミントン協会競技規則を適用する。 

※ 申合せ事項 

 （1）各チームは審判等に協力する。 

 （2）試合用シャトルコックは、ＹＯＮＥＸ・シャトルコック・トレーニング 表示番号 

３を使用。） 

＜備考＞ 

  ①県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者とは、当該年度において各大会どちら 

にも参加していない者をいう。 

  ②ここでの県総合体育大会とは、国体・東北総体選手選考会のことをいう。 

  ③（公財）福祉案件体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とは、県体育協会加盟の 

福島県バドミントン協会に選手登録していない者のことをいう。 

 

【家庭バレーボール】 

１．参加資格 

  （1）（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

  （2）家庭婦人バレーボール連盟のみに登録している者は出場できる。 

２．チームの構成 

 監督１名（女子に限る。また選手を兼ねることができる）、満３０歳未満４名以内、

満３０歳以上８名以内とする。ただし、３０歳未満の者が４名に満たないときは、その

代わりに満３０歳以上の者をあてることができる。１名をキャプテンとする。 

３．競技規則 

   上記のチームの編成（１）、（２）以外は、福島県教育委員会制定の福島県家庭バレー

ボール規則による。 

※ 申合せ事項 

  （1）各チームは審判等の協力をする。 

  （2）試合球は、家庭バレーボールゴム３号球（（公財）日本レクリエーション協会推薦）



 

を使用する。 

  （3）３０歳未満の選手は、ゼッケン番号の下に赤のアンダーラインを引くこと。 

  （4）番号表示については、背番号のみでも良く、大きさについては、審判員から識別

できる程度の大きさとする。 

 

【テ ニ ス】 

１．参加資格 

（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

（ただし、選手登録をしていても県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者は 

参加できる。） 

２．チームの構成 

    監督１名（選手を兼ねることができる）、選手６名、補欠６名の１３名以内で、うち

１名をキャプテンとする。 

   ①満１９歳以上２９歳までの男子    １組（２名） 

   ②満１９歳以上の女子         １組（２名） 

   ③満３０歳以上の男子         １組（２名） 

   但し、当該年齢層の者に、その年齢以上の者が代ることができる。 

３．競技規則 

 （1）試合球は、ダンロップ・フォートイエローとする。 

 （2）ダブルス３組による団体戦とし、１タイブレークセットマッチ（６－６後タイブレ

ーク）を原則とする。 

 （3）３組全てが対戦するものとする。 

 （4）試合方法は、Ａ，Ｂ２つのブロックに分けリーグ戦を行い、各ブロックの１位同士

で優勝決定戦を行う。なお各ブロックの２位チームが３位となる。 

 （5）シューズはテニスシューズとする。服装は自由とするが、プレーに支障のないもの

を着用し、背にゼッケンをつける。 

上・・・氏  名 

     下・・・市町村名 

★★ ★★ 

○×町 

（Ｂ５版） 

 

 （6）これ以外については（公財）日本テニス協会の規則を適用する。 

※ 申合せ事項 

 （1）すべてセルフジャッジとする。（審判補助なし） 

 （2）プレー中のアドバイスは禁止。ただし、休憩中は可。 

 （3）コート内は選手のみとする。 

 （4）得点係として各チーム１名の協力を得る。（監督者会議で報告すること） 

 

＜備考＞ 

  ①県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者とは、当該年度において各大会どちら 

にも参加していない者をいう。 

  ②ここでの県総合体育大会とは、国体・東北総体選手選考会のことをいう。 

  ③（公財）福祉案件体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とは、県体育協会加盟の 

福島県テニス協会に選手登録していない者のことをいう。 



 

福島県総合体育大会県民スポーツ大会 

喜多方市予選大会 兼 耶麻方部大会 

申 し 合 わ せ 事 項 
 

１ 雨天の場合の屋外競技の開催可否については、当日朝８時からの監督会議で主管協会長の判断で決

するものとする。 

２ 雨天のための否の判断がなされた場合でも、押切川公園会場の屋外競技の各チームの監督・選手は、

開会式に出席すること。 

３ あらゆるケガ・事故などについては主催者側は一切責任を負いませんので、参加及び出場にあたっ

てはスポーツ保険等に必ず加入するなど、各自対応をお願いいたします。 

４ 参加申込み後のエントリー変更は（原則）３名までとする。その場合、試合前の監督会議において

のみ受け付ける。 

  また、それ以上の人数の変更がある場合も、監督会議で決するものとする。 

５ 路上駐車の禁止。各駐車場を利用すること。（※各チームとも相乗り等を心掛けてください。） 

６ 主催者側は、駐車場内の事故・事件等については一切責任を負いませんので、各自の責任において

処理して下さい。 

７ 喫煙の規則・マナーは守ること。 

  また、ゴミくず・空き缶等は、各チームとも持ち帰りとする。 

８ 入賞できなかったチームが帰る場合、チーム代表者は各大会総務にその旨を伝えること。 

９ 試合終了後原則として概ね１０分後に次の試合開始とする。（※開始時間の判断は、各種目競技委員

長に委ねる。） 

10 壮年ソフトボール種目の試合時間は、５０分を超えて次のイニングに入らないこととする。 

11 卓球・ソフトテニス・バドミントン・家庭バレーボール・テニスの各競技については、ユニフォー

ム・ゼッケンの着用を努力すること。（※家庭バレーボールは、ゼッケンを胸と背中に着用のこと。） 

12 男子選手（女子選手）の代わりに女子選手（男子選手）は出場できない。 

13 開会式での選手宣誓者は、今大会は行わない。打合せ抽選会時に抽選により決定する。 

14 会津地域大会への出場を辞退したチームがあった場合は、次の序列により会津地域大会出場権を付

与する。 

(1) トーナメント戦の場合； ①第４位のチーム（３位決定戦を行った場合） 

              ②辞退したチームが戦ったヤマの、出場権のない最上位のチーム 

              ③その他 

(2) リーグ戦の場合； ①出場権のない最上位チーム（１ブロックリーグ戦の場合） 

             ②辞退したチームのブロックで、出場権のない最上位のチーム 

             ③その他のブロックで出場権のない最上位のチーム 

             ④その他 

15 バドミントン種目・テニス種目の競技種目実施要項「参加資格の緩和」について 

競技種目実施要項の参加資格を次のとおりに変更（※下線部分を追加）し、令和３年度第７４回

大会より適用する。 

１．参加資格 

（公財）福島県体育協会加盟競技団体に選手登録していない者とする。 

（ただし、選手登録をしていても県選手権大会、県総合体育大会に参加していない者は参加で

きる。）  

 


