
大　会　式　次　第

　◎　開会式

　１．大会会長挨拶 ＳＯＮ埼玉理事長　　　男澤　望   9:00～

　２．開会挨拶 ＳＯＮ埼玉副理事長　　今川　茂   9:05～

　３．開会宣言 大会実行委員長　　　　橋本　哲夫

　４．来賓挨拶 埼 玉 県 知 事 　 　　　〇〇　〇〇   9:10～
三 郷 市 長　      　　　木津　雅晟
三郷市教育長 　     　　有田　るみ子
三郷市議会議員　　　　篠田　進
ＳＯＮ会長　　　　　　三井　嬉子

　５．来賓紹介   9:25～

　６．アスリート宣言 上尾・さいたま陸上アスリート   9:30～

　７．審判長注意 鈴木　明   9:35～

　８．準備運動   9:40～

　９．競技開始 10:00～

１０．昼　　食 12:00～

１１．競技開始 13:20～

１２．競技終了 14:20

１３．閉会式 14:50～

１４．講　評 ＳＯＮ埼玉ＳＰ委員長　　田口　正彦 14:51～

１５．解　散 15:00
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● スローガン 『スポーツがみんなを変える！　私も変わる！！』

● 開催目的　　 　参加するアスリート全てに、日常の練習の成果を発表する機会と

　　　　　 　     　場所を提供し、スポーツを通して絆を結び友情をはぐくむ。

　　　　　　     　ファミリー、コーチ及びボランティアは、アスリートの成長を確か

め、共に喜びを分かち合う。

● 主  　催　 特定非営利活動法人　スペシャルオリンピックス日本・埼玉

● 共  　催　 三郷市教育委員会

● 後　  援　 埼玉県　・　埼玉県教育委員会　・三郷市

    

● 協 　力 埼玉県福祉部障害者福祉推進課

● 日　時 ２０１９年１０月２０日　日曜日　

受付開始　　　８時2０分

　 開会式　　　　９時００分

競技開始　　　１０時００分

● 種　目 ・５０ｍ　・１００ｍ　・２００m　・４００m　

・８００m　・１５００m　・３０００m

・男子４×１００m　・男子４×２００m

・混合４×１００m　・混合４×２００m

・ユニファイド４×1００m　・ユニファイド４×２００m

● 場　所 三郷市陸上競技場／セナリオハウスフィールド三郷

埼玉県三郷市泉三丁目４番地 Ｔel：048-930-77　

● 招待地区 ＳＯＮ・東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨

● 大会事務局 三郷市高洲3-448-1-706　スペシャルオリンピックス日本・埼玉三郷事務局

上尾市本町3-7-16　スペシャルオリンピックス日本埼玉・上尾事務局
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陸上競技会

スペシャルオリンピックス日本・埼玉　第９回埼玉大会

大　会　要　綱



　【第９回埼玉大会陸上競技会　役員名簿】

大会会長 男澤　望

大会副会長 橋本　哲夫

大会副会長 今川　茂　　竹ノ谷　光美

大会実行委員長 橋本　哲夫

審判長　　　　　　　 鈴木　明

決勝審判 磯野　茂

大会事務局長 中村　直樹

総　務 岩永　禮子　今川　敦美　（来賓受付兼務）

審　判　スターター 高山　克己　山崎　行正

判　定 吉田　宏　島根康則　川口陸上（２名）

周回係 ○○高校（8ﾚｰﾝ=8名）

計時係 ○○高校（8ﾚｰﾝ×2=16名）

出発係 及川　久男　川口陸上

召集・誘導係 大木　宣宏　○○高校（4名）

集計係　　　　　 真栄城　隆　川口陸上

記録係 中村　直樹　岩永　鷹晴

安全危機管理協力 ○○高校

アナウンス 大鳥　理英子

受　付 片山　繁子　三輪　洋子　秋谷　歌子

表　彰 黒部　恵美子　佐藤　早苗　中村　美江子

補　助　　　　　　　 ＳＯＮ埼玉・三郷ボランティア

医　師 稲垣

医　療（看護師） 柴垣　寿美枝
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1.　名　称　 スペシャルオリンピックス日本・埼玉

2.　会　場　　　　 三郷市陸上競技場/セナリオハウスフィールド三郷

3.　進　行　　　　 　8：30　　受付

　　　　　　　　　 　9：00　　第９回埼玉大会　開会式

　　　　　　　 10：00　　競技開始（午前）

　　　　　　　　 12：00　　昼食休憩

　　　　　　　　 13：20　　競技開始（午後）

　　　　　　　 14：20　　競技終了　

15：00　　閉会式・解散　

※　 表彰式は　各競技集計後　競技の合間に行います

4.　参加資格　　　

○ ２０１８年１０月１日から２０１９年１０月１日までの期間内に、

スペシャルオリンピックス日本の地区組織が提供している陸上プ

ログラムに８回以上参加した実績がある者。

○ 大会に参加可能な身体状況であること。

○ 大会参加へのアスリートの同意があること。但し、アスリートが

20歳未満の場合は、保護者の同意が得られていること。

○ 上記各号の条件を満たし、認定コーチが参加について適格と認めた者。

○ 出場競技数　　　２競技（リレーを除く）

○ 競技ルール

スペシャルオリンピックスサマースポーツ公式ルールに沿って実施する

但し、一部、別紙ローカルルールを適用する。

要　　　項
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5.表　彰　　　　ディビジョニングによるクラス分けを行い、各ディビジョンにおいて記録の良い

順に金・銀・銅メダルを、４位からリボンを授与する。

　ユニファイド*競技参加者は、アスリートとパートナーと共に表彰する。但し、

個人競技参加でのパートナーには、メダル・リボンの表彰はなく、パートナー参

加メダルを授与し称える。

　　　＊ ユニファイドとは

　知的障害のある個人（アスリート）と知的障害のない個人（パートナー）が共

に競技に参加し、競技を離れた日常でも「仲間」「友だち」という関係の構築を

目指します。

6.服　装　　　運動できる服装とする。

　　　　　

7.競技中の注意

　競技中は、選手・大会役員・ボランティア・その他許可を得た者以外は、競技

場内への立ち入りを禁止する。

8.参加地区 スペシャルオリンピックス日本・東京・神奈川

スペシャルオリンピックス日本・千葉・茨城

スペシャルオリンピックス日本・栃木・群馬

スペシャルオリンピックス日本・山梨・埼玉

9.ボランテイア

〇埼玉県三郷陸上競技協会　　

〇埼玉県三郷市スポーツ指導員及び推進委員　　　

〇三郷市立○○高等学校

○ＳＯＮ三郷陸上ボランティア

る。
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■ローカルルールの適用 （別紙）

１．失格判定

　　　　　(1)スタート時、同一アスリートが２回フライングした場合は失格とする。

　　　　　　ただし、失格者はオープン参加として競技に参加することができる。

　　　　　(2)セパレートコースの場合、アスリートが自分以外のレーンを走行したとき、

　　　　　　それが原因で著しく走行距離が短縮されたり、他の競技者を妨害したりした

　　　　　　場合は失格とする。それ以外であれば、たとえレーンを外れても元の位置に

　　　　　　速やかに戻れば失格とはしない。

　　　　　(3)失格があった場合、競技終了後速やかに監察員が指摘し、審判長へ申告後、

　　　　　　審判長が失格か否かを判定する。

　　　　　(4)審判長は失格判定の際、判定内容を関係者へわかりやすく説明を行う。

２．アスリートが失格とならないための措置

　　　　　(1)セパレートコースの場合、アスリートが自分のコースを外れた場合、観察員

　　　　　　やコーチが元の正しいコースへ誘導してもよい。

    　　　　  ただし、アスリートの体に触れたり手を引くなど著しく助力を与えたと判定

　　　　　　された場合は、失格となることがある。

3.　競技方法

　　　　　(1)スタートの合図は英語で行う。

　　　　　(2)スターティングブロック、スパイクは使用できない。

　　　　　(3)トラック種目のうち、50ｍ、100ｍ、200ｍ、400ｍ及び4×100ｍリレー

　　　　　　 はセパレートコースで行い、その他の種目はオープンコースとする。　

　　　　　(4)4×200mリレーは、800m走の走路（レーン）を採用する。　　　　　　　　

　　　　　　（第一走者はスタートから第２コーナーまでをセパレートコース、以降を

　　　　　　オープンコースで行う。）

　　　　　(5)伴走者をつけることは禁止する。

4．その他

　　　　　(1)競技に使用する器具等は主催者が用意したものを使用する。

　　　　　(2)ナンバーカードは主催者が用意したものを左胸にはる。

　　　　　各チームのコーチ及びアスリートは召集案内に注意し、スタート地点に集合する。
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6.　競技進行 10：00    　　　　　800ｍ　

10：20  　　　　  　400ｍ　

10：30　　    　　　100ｍ　

10：45      　　　　　50ｍ　

11：00　    　　　3000ｍ　

11：25    　   　　1500ｍ　

11：50    　  　　　200ｍ　

12：00　　　　　昼食　休憩

13：20　　　　　４×１００ｍ　リレー　

　　　　　　　　　４×２００ｍ　リレー

14：50　　　　　閉会式

　※　表彰は都度

　　プレゼンテーター：男澤理事長、橋本副理事長、今川副理事長、田口ＳＰ委員長

　　プレゼンテーター：埼玉県知事、木津市長、有田教育長、篠田議員、恩田スポーツ推進課長

　※　会場案内図
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