令和４年度
第 69 回岩手県中学校総合体育大会開催要項
１ 名

称

第 69 回岩手県中学校総合体育大会

２ 主

催

岩手県中学校体育連盟 岩手県教育委員会 (公財)岩手県体育協会
岩手県種目別競技団体 岩手県市町村教育委員会協議会
開催地市町村教育委員会 岩手県教職員組合 岩手県中学校長会

３ 後

援

岩手県 盛岡市 宮古市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 八幡平市 奥州市
滝沢市 雫石町 岩手町 平泉町 金ケ崎町 山田町
（公財）盛岡市スポーツ協会 （一財）宮古市体育協会 （一財）花巻市体育協会
（公財）北上市体育協会 遠野市体育協会 （一社）一関市体育協会
（一社）八幡平市体育協会 （一社）奥州市体育協会 （公財）滝沢市体育協会
（一財）雫石町体育協会 （一財）岩手町体育協会 平泉町スポーツ協会 金ケ崎町体育協会
山田町体育協会

４ 開催期日及び会場
競技種目

開催期日

開催地

開催予定会場

中央開会式（新体
操）

７．23（土） 13 時 00 分～

和賀

北上総合運動公園北上総合体育館

陸上競技

7.16(土)～18（月）

盛岡

岩手県営運動公園陸上競技場

水泳競技

7.15(金)～17（日）

盛岡

盛岡市立総合プール

バスケットボール

7.16(土)～18（月）

胆江

奥州市総合体育館

サッカー

7.16(土)～18（月）

遠野

国体記念公園遠野市民サッカー場
遠野運動公園陸上競技場 多目的グランド 軽スポーツ広場

ハンドボール

7.16(土)～18（月）

花巻

軟式野球

7.16(土)～18（月）

岩手

花巻市総合体育館
八幡平市：八幡平市総合運動公園野球場
雫石町：雫石町営野球場
滝沢市：滝沢総合公園野球場
岩手町：岩手町野球場

盛岡

岩手県営体育館

和賀

北上総合運動公園北上総合体育館

体操競技

7.16(土)～17(日)

新体操（男子）

7.17(日)～18(月)

新体操
（女子）

7.23(土)～24(日)

バレーボール

7.16(土)～18（月）
盛岡
（男子は～17 日（日）
）

盛岡体育館 渋民総合運動公園体育館 好摩体育館

ソフトテニス

7.16(土)～18（月）

一関

一関総合運動公園テニスコート

卓球

7.16(土)～17(日)

一関

一関市総合体育館

バドミントン

7.16(土)～17(日)

盛岡

盛岡タカヤアリーナ

ソフトボール

7.16(土)～17(日)

花巻

石鳥谷ふれあい運動公園

柔道

7.16(土)

盛岡

岩手県営武道館

剣道

7.16(土)～17(日)

宮古

宮古市民総合体育館

相撲

7.17(日)

盛岡

岩手県営武道館相撲場

ホッケー

7.16(土)

岩手

岩手町総合運動公園ホッケー場

５ 競技及び参加制限
（１）ブロック予選競技（各地区中体連単位）
①バスケットボール(男女)

②サッカー

③軟式野球

④体操競技個人（男女）

⑤新体操個人（女）

⑥バレーボール(男女)

⑦ソフトテニス団体・個人（男女） ⑧卓球団体・個人(男女)

⑨バドミントン団体・個人（男女）

⑩ソフトボール（女）

⑪柔道団体・個人（男）

⑫剣道団体・個人(男女)

①陸上競技（男女）

②水泳競技（男女）

③ハンドボール(男女)

④体操競技団体（男女）

⑤新体操団体(男女)

⑥ソフトボール(男)

⑦柔道団体・個人(女)

⑧相撲団体・個人（男）

⑨ホッケー（男女）

（２）直接参加できる競技

６ 申し込み
「各競技参加申込書」及び「参加申込総括表」に必要事項を記入のうえ，各地区中体連が一括して下記に申し込むこと。
◆申し込み先……〒020-0013
盛岡市愛宕町 1-1 盛岡市立下小路中学校内
岩手県中学校体育連盟事務局 宛
◆締め切り期日……６月 27 日（月） 正午 必着
注 予選のある競技は，予選の組合せと成績表１部を必ず添付すること。
○

７ 抽 選 会
組合せ抽選会を６月 29 日（水）午後１時から盛岡市立下小路中学校で行う。各地区中体連代表は出席し抽選
業務を行うこと。
ただし，陸上競技，水泳競技，体操競技・新体操（団体・個人）
，柔道（団体戦・個人戦）
，剣道（団体戦・個
人戦）
，ソフトテニス（個人戦）
，バドミントン（個人戦）
，卓球（個人戦）
，相撲（個人戦）
，ホッケーのプログ
ラム編成会議（抽選会）はそれぞれの専門部が行う。
８ 宿

泊

（１）大会出場者（引率・監督・コーチ・選手・マネージャー）の宿泊については，必ず各地区中体連事務局を
経由し（一関地方開催種目を除く）
，旅館組合を通して申し込むこと。
（
「第１回評議員会・理事会 総会」 資料にある，岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合「令和４年度各種スポ
ーツ大会等 参加者の宿泊料金について【宿泊要項】
」を熟読のこと。中体連料金は，岩手県旅館ホテル生活衛生同
業組事務局を経由して申し込んだ場合にのみ適用される。
）
（２）宿泊斡旋希望の学校は，予約金（一人につき 2,000 円）と返信用封筒（宛名を明記し 84 円切手を貼付したも
のを開催地区ごとに用意する）を添え，
『宿泊申込書』により期日までに各地区中体連事務局に申し込むこと。
（３）各地区中体連事務局は，６月 29 日（水）の抽選会の場で，宿泊申込書及び予約金を開催地区ごとにとりまと
めて提出すること。
（宿泊料は１泊２食付き消費税込みで生徒は，6,600 円，引率教師・競技役員は 7,260 円。
一食 600 円（消費税別途）の弁当が必要な学校は，直接旅館に注文すること。
）
９ 表

彰

（１）優勝校には賞状，優勝旗を授与する。また，団体競技における優勝校にはメンバー全員に賞状を授与する。
（リレー種目を含む）

（２）１位～３位を表彰することを原則とする。
10 大会参加料について
（１）参加生徒一人 1,000 円とする。
（団体の場合は参加登録生徒数×1,000 円，団体戦と個人戦の両方にエント
リーしている生徒は，個人戦の参加料は不要。マネージャーやスコアラーも不要）
（２）各学校は，
『県中総体参加申込総括表①【各学校用】
』に必要事項を記入し，参加料を添えて各地区中体連
事務局に申し込むこと。
（３）各地区中体連事務局は，各学校の申し込みを受けて『県中総体参加申込総括表②【地区中体連集約用／競技
別】
』と『県中総体参加申込総括表③【地区中体連集約用／学校別】
』を作成し，６月 27 日（月）正午必着で提
出すること。参加料は６月 29 日（水）の第３回理事会（抽選会）までに提出すること。
11 引率者及び監督
（１）出場校の監督は，監督会議に出席すること。また，選手は開会式（開始式）に参加すること。
（開会式等
が行われない場合は，試合の開始時刻等指定された時間に遅れないようにすること）
（２）引率者及び監督は当該校の校長・教員（非常勤は除く）
・部活動指導員（※１）とする。ただし，部活動指導
員は教育委員会設置要項のもと，以下の条件を満たしていなければならない。また，中学校体育連盟が主催す
る大会（予選を含む）で登録できる学校は１校のみであること。
①満２０歳以上であること。
②主催者からの要望があった場合，大会運営に協力する姿勢があること。
③次のいずれかに当てはまる者とする。
ア 教育職員免許法に基づく免許を有する者。
イ 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導資格を有する者。
ウ 自治体（含む教育委員会）
，体育（スポーツ）協会，中学校体育連盟のいずれかが主催する研修会を受講し
ている者。
※1 ここでいう「部活動指導員」は，学校教育法施行規則第 78 条の２に示されている者であり，学校設置
者により任用されている者をいう。
（３）学校事情等により，校長がやむを得ないと判断し，当該市町村教育委員会（以下「教育委員会」という）又は
設置者が同意した場合に限り，
「県中総体，県中新人大会引率・監督細則」により，校長及び教育委員会又は設
置者が同意した代理引率・代理監督を特例として認める。
なお，部活動指導員は，他校の代理引率者及び代理監督にはなれない。
（４）外部・校外コーチは，校長が認めた者とし、
「外部・校外コーチ任命承認願」を参加申し込み時に提出するこ
と。ただし，中学校教職員・校長・部活動指導員が他校の外部・校外コーチとしてベンチに入ることは認めな
い。マネージャーは出場校の教員または生徒とする。
※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で，日常的に学校部活動の指導に
当たっている者。
※校外コーチ…クラブ・道場などの指導に当たっている者。
（５）本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，外部指導者（コーチ）
，トレーナー等は，部活動中における
暴力・体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていないものであることとする。

また，外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。校長はこの点を確認して，
大会申込書を作成する。
12 注意事項
（１）夏季大会の参加は一人１競技に限る。
（２）競技規則は，原則として令和４年度日本各種目別競技団体規則による。
（３）申し込みの用紙は示された様式に従うこと。申込書を２部作成（１部はコピー）し，提出すること。
（４）申し込み後，正当な理由もなく欠場しないこと。やむを得ず欠場の場合は，前日までに各会場の事務局に連絡
すること。
（５）団体戦において同一校から２チームの出場は認めない。
13 その他
（１）全国大会に出場した場合は，
「全国大会の出場報告について」により『全国大会出場報告書』及び交通費・宿
泊費の領収書の写しを大会終了１週間以内に県中体連事務局へ提出すること。岩手県教育委員会からの旅費（交
通費・宿泊費）を補助する。
（宿泊補助は 1 泊 8,000 円で２泊分まで）
（２）県中総体に関する問い合わせは下記まで。その他詳細については，各地区中体連事務局，各競技専門委員長に
問い合わせること。
（３）本大会は、感染拡大防止の観点から入場者を制限しています。詳しくは岩手県中学校体育連盟ホームページ
（www.iwate-chuutairen.net）でご確認ください。

岩手県中学校体育連盟事務局
〒020-0013 盛岡市愛宕町１－1
T E L ・ F A X 019-651-1942

盛岡市立下小路中学校内
E メール i-chutai@helen.ocn.ne.jp

