第３１回発祥の地杯全国ゲートボール大会開催のご案内
１

十勝管内の参加チームへのお願い
いつも発祥の地杯大会にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
例年、十勝管内のチーム各位におかれましては、各市町村からの出場チーム数を制限させていただいておりま
したが、前回大会からその制限を撤廃させていただいており、今回大会も同様の取り扱いとすることといたしま
した。これは、十勝管内のチームの多数の参加をいただき、管外のチームと活発な交流が図ることがゲートボー
ルのさらなる振興に寄与すると考えるためでございます。
しかしながら、十勝「管外」チームの参加を優先させていただくという点は、これまでと変わらぬ大会運営の
考えとなることから、管外チームの応募が多数となりました際には、誠に恐縮ではございますが、十勝管内から
の参加チームについて、調整させていただく可能性がありますことを予めご了承くださいますようお願い申し上
げます。なお、調整の際は各チーム代表者へご連絡をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
また、雨天時の場合は屋内コートの数が限られることから、主催者側で判断し、十勝管内からの参加チームに
ついては、出場できない場合がありますので、この点についても予めご了承くださいますようお願いします。

２

大会日程及び競技方法について
別添の大会開催要項及び競技運営要領に沿って実施いたします。

３

代表者会議について
８月２５日（土）午前８時３０分から大会会場で代表者会議を行います。参加受付をお済ませになられた後、
各参加チーム１名または２名の出席をお願いします。

４

大会お申込みについて
別添の大会開催要項に沿ってお申し込みをお願い申し上げます。

５

公式練習について
大会前日の８月２４日（金）１３時から１７時までの間、公式練習を希望されるチームに限り原則６０分以内
として練習を行うことができます。希望チームは、参加申込書に公式練習希望の有無をご記入願います。なお２
４日当日は、会場内で受付を済ませてから練習を行っていただきますようお願いいたします。

６

宿泊等について
大会事務局では宿泊先を斡旋は行いませんので、各自で宿泊の手配をお願い申し上げます。
なお、芽室町内の各宿泊施設は下記のとおりです。
宿泊施設名

電話番号

住 所

国民宿舎 新嵐山荘

０１５５－６５－２１２１

芽室町中美生２線４２番地

旅館まんじゅ荘

０１５５－６２－２０２９

芽室町東１条５丁目

ゆたか旅館

０１５５－６２－２５５７

芽室町本通４丁目

福 井旅 館

０１５５－６２－２０２４

芽室町西６条９丁目

ビジネスホテル アルムメムロ

０１５５－６１－４７１１

芽室町東９条９丁目

畑の宿 モクモク十勝

０１５５－６２－７７７９

芽室町上芽室南１線５番地

７

お弁当の手配について
全チームが２日目のクラス別リーグ戦に進出します。弁当の注文にご注意ください。
１）９００円
幕の内弁当（飲み物付き）
２）５００円
助六弁当 （飲み物付き）
※当日会場では、弁当の注文受付できませんのでご了承願います。

８

大会事務局
〒０８２－８６５１ 北海道河西郡芽室町東２条２丁目１４番地 芽室町役場商工観光課観光物産係 内
電 話
０１５５－６２－９７３６（直通） ＦＡＸ ０１５５－６２－９９２０
Ｅメール
s-kankou@memuro.net

第３１回発祥の地杯全国ゲートボール大会開催要項
１

開催の趣旨

この大会は、ゲートボール発祥の地「芽室町」を全国に広げるとともに、世代や地域を越えた誰もが参加でき
交流できる健康で健全なゲートボール大会を行うことを目的とします。

２

大会名

第３１回発祥の地杯全国ゲートボール大会

３

主

催

芽室町 芽室町教育委員会

４

共

催

芽室町ゲートボール協会 芽室町体育会 芽室町ゲートボール推進協議会 芽室町観光物産協会

５

主

管

第３１回発祥の地杯全国ゲートボール大会実行委員会

６

後

援

公益財団法人日本ゲートボール連合 北海道ゲートボール連合 十勝ゲートボール協会
北海道 北海道教育委員会 芽室町農業協同組合 芽室町商工会 読売新聞北海道支社
毎日新聞北海道支社 朝日新聞北海道新聞社 北海道新聞帯広支社 十勝毎日新聞社
時事通信社帯広支局 ＮＨＫ帯広放送局 ＨＢＣ帯広放送局 ＳＴＶ帯広放送局 ＨＴＢ帯広支社
読売旅行札幌営業所

７

協

賛

株式会社報知新聞社 サッポロビール株式会社 北海道クノール食品株式会社 芽室ライオンズクラブ

８

期

間

平成３０年８月２５日（土）～８月２６日（日）

９

会

場

芽室南公園運動広場（芽室町健康プラザ） 河西郡芽室町西 3 条南 6 丁目 1 番地 ０１５５－６２－９９６６

１０

参加資格

（１）公益財団法人日本ゲートボール連合の加盟員で結成されたチーム及び大会実行委員会が特に認め
たチームとします。
（２）チーム構成は監督１名と競技者５名以上８名以内とし都府県単位のチーム構成とします。ただし、
北海道内のチームについては、同一市町村に半数以上在住する者で構成することを原則（＝参加
市町村）とします。
（３）監督は専任とし、競技者のうち１名を必ず主将とします。ただし、監督の登録が無くても、チー
ムは成立することとします。
（４）予選リーグ戦及びクラス別リーグ戦並びに決勝トーナメント戦２位クラス以下の審判は、参加チ
ームによる相互審判、帯同審判とするため、審判ができる競技者を含んだチーム構成とします。
なお、高校生以下の競技者で構成されたチームについては、この限りではありませんが、相互審
判、帯同審判が可能な場合は対応していただきます。
※ 選手の二重登録は認めません。万が一、二重登録が発覚した場合は、当該チームの全競技を没収試合とし
ます。

１１

参加規定

参加チームは指定の申込書を提出し登録することとします。

１２

参加チーム

１３

大会参加料（監督含む）

１４

大会レセプション（任意参加）

９０チーム（以内） ※参加チームは先着順によることとします。
参加者１名 １，２００円
大会参加者の交流会を開催します。

※ 地元芽室町の食材を使用した料理やお酒、ソフトドリンク等をご用意しています。食事を楽しみながら、
他チームとの交流をお楽しみください。
開催日：８月２５日（土）
※ 大会１日目終了後に開催いたします。
時 間
１７時００分 ～ １８時３０分
場 所
北海道河西郡芽室町本通１丁目１９ めむろーど ２F セミナーホール
会 費
１名 １，０００円

１５

個人情報の取り扱いについて

主催者及び実行委員会は個人情報保護の観点から、申込者に関する情報は当該大会以外には利用しません。た
だし、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用
します。

１６

参加申込

別添「参加申込書」に必要事項を記載のうえ、チーム毎に郵送で申込みをしてください。また、大会参加料及
びレセプション参加料は、同封の「払込取扱票」により最寄りのゆうちょ銀行で振り込んでください。
（１）申込期限
平成３０年６月２９日（金）必着
（２）申 込 先
〒０８２－８６５１
北海道河西郡芽室町東２条２丁目１４番地 芽室町役場商工観光課内
発祥の地杯全国ゲートボール大会実行委員会
電 話 ０１５５－６２－９７３６（直通） ＦＡＸ ０１５５－６２－９９２０
E メール
s-kankou@memuro.net
（３）振 込 先
振り込みは、同封の「払込取扱票」により行ってください。
紛失した場合は郵便局で「払込取扱票」に下記を記入のうえお振り込みください。
金融機関名
ゆうちょ銀行
口座記号番号
０２７００－５－ ４６９６５
口座名義
発祥の地杯全国ゲートボール大会実行委員会
口座名義人住所
北海道河西郡芽室町東２条２丁目１４番地
芽室町役場商工観光課観光物産係

１７

その他

（１） 申込期限以降の各種変更は原則受け付けません。主催者側の都合による中止以外は、申込後の参加料等
の返金は致しません。ただし、参加賞等は郵送等によりお渡しいたします。
雨天時は決行します。雨天等による開催の縮小・中止、参加料の返金の有無・金額、通知方法等につい
てはその都度主催者が判断し、決定します。
（２） 宿泊先は各自で確保をお願いします。
（３） 道外及び海外からの参加チームには、選手控室用スペースを健康プラザ内に用意いたします。
（４） 道内の参加チームには、テント用スペースを用意しますので、各チーム等でテント及びシート等をご用
意ください。
（５） 特別な事情が無い限り、競技を途中棄権することは認めず、途中棄権チームは次回発祥の地杯大会の出
場をご遠慮いただく場合があります。なお、この判断は実行委員会が行うものとします。
（６） 問い合わせ先は、申込先と同一の大会事務局となります。

第３1 回発祥の地杯全国ゲートボール大会競技運営要領
１ 競技種目
ゲートボール競技とする。
２ 競技規則
競技規則は、公益財団法人日本ゲートボール連合公
式ゲートボール競技規則・審判実施要領２０１５に
よる。
３ 審 判
予選リーグ戦及びクラス別リーグ戦並びに決勝ト
ーナメント戦２位クラス以下の審判は、参加チームに

６ 競技運営
（１）組み合わせ
予選リーグ戦、クラス別リーグ戦、決勝トーナメント
戦の組み合わせは、主管する実行委員会で決定します。
（２）大会使用球
大会使用球は実行委員会で用意します。
（３）参加チーム受付
参加チームは大会１日目及び２日目いずれも試合
開始前の所定の時間までに大会本部で受付を行う。
（４）オーダー表の提出

よる相互審判、帯同審判とするため、参加チームは審

オーダー表は大会１日目の受付の際に配布するの

判のできる競技者の参加を条件とする。なお、決勝ト

で、オーダー表に競技者等の氏名を記入のうえ大会１

ーナメント戦１位クラスの全試合及び２位クラス以

日目の第１試合開始前までに大会本部へ提出するこ

下の決勝戦は専任審判により行う。

と。

４ 競技方法
予選リーグ戦、クラス別リーグ戦、決勝トーナメン
ト戦を行う。
（１）予選リーグ戦（８月２5 日）
５チーム（４チーム）によるリーグ戦を行う。
（２）クラス別リーグ戦（８月２6 日）
予選リーグ１位～５位のクラス別に 4 チームもし

（５）登録選手の変更
登録選手の変更がある場合には、１日目、２日目の
受付終了時までに大会本部へ選手変更届並びにオー
ダー表を提出する。それ以降の変更は認められません。
７ 大会日程
８月２5 日（土）
：１日目
参加チーム受付

８：１５～ ８：３０

くは３チームによるリーグ戦を行う。

代表者会議

８：３０～ ８：４５

（３）決勝トーナメント戦

開会式

９：００～ ９：４０

予選リーグ

９：５０～１６：１０

クラス別リーグ戦の１位チームによる決勝トーナ
メント戦を行う。
※ 雨天時は競技を決行します。なお、荒天により屋

８月２6 日（日）
：２日目
参加チーム受付

７：４５～ ８：００

外コートの使用ができない場合には、改めて大会

クラス別リーグ戦

８：３０～１１：５５

本部より競技方法を示すことになります。

休 憩

５ 表 彰
１位クラス決勝トーナメント戦の出場チームを表
彰します。
２～５位クラス決勝トーナメント戦の１位から３

１１：５５～１２：３０

決勝トーナメント １２：３０～１４：２０
表彰式

１４：４０～１５：１０

８ その他
（１）コート

位（決定戦は行わず各クラス２チームが３位）を表彰

コートはインサイドライン縦１５ｍ・横２０ｍとし

します。

芽室南公園運動広場に設営する。

２～５位クラス決勝トーナメント戦の３位チーム
の表彰は、準決勝戦が終了した時点で表彰します。そ
の他の表彰は競技終了後表彰式で行います。
予選リーグ戦でパーフェクトゲームを達成したチ
ームには、パーフェクト賞を授与します。

（２）用具等
競技に使用するスティック、監督・主将表示マーク、
打順の番号表示は各チームで用意すること。
（３）ユニフォーム
ユニフォームは統一したものが望ましい。

２６階廃

２０１８年８月２５日（土）
■時間：１７：００から１８：３０まで
■会場：めむろーど ２階 セミナーホール

第３１回発祥の地杯全国ゲートボール大会
＊レセプションのご案内＊
▼会場所在地
り好く

レセプション会場
『めむろーど』

※写真は 29 回大会時の様子です

ゲートボール

●お問い合わせ先 （大会事務局）

大会会場
〒０８２－８６５１
北海道河西郡芽室町東２条２丁目 芽室町役場商工観光課内
電話：０１５５－６２－９７３６

ＦＡＸ：０１５５－６２－９９２０

