
 

第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 
 
 
 

選手団連絡事項（ボッチャ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会期間：令和４（2022）年 10 月 29 日（土）～30（日） 
※公式練習日：令和４（2022）年 10 月 28 日（金） 
競技会場：三和住宅にしなすのスポーツプラザ 

（にしなすの運動公園）体育館 

 



第 22 回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 

ボッチャに関する連絡事項 

 
１ 競技全般 

 ボッチャ競技においては、選手団を大きく３グループに分けて運営を行います。グループ割は以下のと

おりです。各グループの日程は、ボッチャ全体スケジュールをご覧ください。また、対戦するチームや時

間は、プログラムで提示いたします。 

  

 ２ 選手団受付 

   公式練習日を含む毎日、代表の方は受付をお願いします。競技会場に入場できるのは、ＩＤカードを身

に付けた者のみとなりますので、係員から見える位置に付けてください。 

 ・ 受付場所 

  1 階体育館入口・・・受付での滞留を防ぐため、代表者の方のみで受付を済ませてください。 

 

３ 競技会場 

 ・ 体育館内に入る場合は、各自体育館シューズに履き替えてください。なお、靴を入れるための袋等を

各自お持ちください。 

 ・ 車いす利用者は、体育館入口に設置する粘着マットシートにてタイヤの汚れを落としてください 

 ・ 競技フロア内は飲食禁止です。 

 

第1グループ 第2グループ 第３グループ

高知県 栃木県 鹿児島県
川崎市 香川県 山梨県
岩手県 北九州市 神奈川県
富山県 堺市 愛媛県
千葉県 宮崎県 茨城県
熊本県 佐賀県 長崎県
大阪府 仙台市 岐阜県
鳥取県 石川県 横浜市
千葉市 埼玉県 神戸市
三重県 広島市 大分県
大阪市 兵庫県 浜松市
山口県 福岡市 長野県
滋賀県 福井県 宮城県
熊本市 福島県 名古屋市
愛知県 青森県 東京都
福岡県 札幌市 沖縄県
奈良県 北海道
広島県



４ 競技用具 

・ 選手は自身で準備するボール、主催者にて用意するボールのどちらかを使用し、試合にはチームで 2

セットのボールを持ち込むことができます。なお、主催者にて用意するボールは、「アポワテック BC-

AP-001」です。 

・ ボール以外の用具（ランプやポインター）を使用する場合は、自身で準備してください。主催者によ

る貸し出しはありません。 

・ 公式練習やウォーミングアップ時には、1 コートで複数の選手団が投球することになります。ボール

の管理は各選手団の責任で行い、自身のボールを見失うことのないよう注意してください。 

・ 主催者が実施する用具検査にて基準を満たしていないと判断された用具は試合では使用できません。

なお、用具検査は公式練習時にランダムチェックにて実施する他、用具に疑義がある場合は、審判の判

断により競技中に臨時で実施する場合があります。 

 

５ 選手控所 

・ 選手控所としてサブアリーナ、プール事務所、外テント①、外テント②、長寿センターがございます。 

・ 競技会場には、全選手団が同時に入るスペースがないため、選手団の控所は指定させていただきます。

また、時間によって控所が移動いたしますので、御了承ください。 

・ 選手控所は飲食可能ですので、昼食は選手控所でとるようにしてください。 

 

６ 立ち入り制限エリア 

  体育館 2 階観覧席は一般観覧者専用となるため、2 階観覧席への立ち入りはできません。 

 

７ 練習コート 

 練習コートの使用については、試合を行っているグループ（サブアリーナが控所となっている選手団）

に限ります。 

 

８ 観覧について 

 ・ メインアリーナで試合を行っているプールの選手団のみ、選手団観覧場所（図面参照）にて観覧が可

能です。 

 ・ それ以外の選手団の方は、練習コート使用以外は、控所などにて待機をお願いします。 

 

９ 各種諸室、サービス等 

（１）更衣室・トイレ 

・ 更衣室は男女別に設置されております。更衣室内には、休憩用としてスポーツマットを用意いたしま

すので、必用に応じて御利用ください。ただし、新型コロナウイルス感染防止のため、最低限の利用と

してください 

・ 車いすで利用できるトイレは屋内に５カ所（既存１カ所、仮設４カ所）ございます。 

（２）用具置場 

 ・ サブアリーナ１F 器具庫を用具置場として利用できます。 

・ 用具置場を利用する場合は、用具置場に配置されている係員の了解を得たうえで、選手団にて用具の

出し入れを行ってください。 



・ 取り違えを防ぐため、ランプには選手名や選手団名が分かるよう名札等を付けてください。 

・ ランプを事前配送した場合は、用具置場にて保管します。 

・ ランプの保管に際して、主催者は破損や紛失の責任を負わないものとします。 

・ ボールについては、選手団での管理をお願いいたします。 

（３）救護所 

・ 救護所はメインアリーナに設置いたします。 

・ 救護所の利用が必要となった場合は、近くの係員に申し出てください。 

（４）弁当の配付、ガラ回収 

・ 弁当引換所は１階ロビーに設置します。 

・ 引換時間は各日 10 時 30 分から 13 時 00 分までですので、時間内に受取をお願いします。 

※公式練習日の第２グループは退出時間が 11 時 40 分であるため、早めのお食事をお願いいたしま

す。 

・ 弁当ガラは 14 時 00 分までに弁当引換所にお持ちください。 

（５）ドリンクの配付 

 ドリンクサービスは、感染症対策により設置いたしませんのでご了承ください。飲料の自動販売機を

除き、会場内での飲食物の提供はありません。 

（６）コンディショニングルーム 

 メインアリーナにコンディショニングルーム（仮設テント）を設置します。コンディショニングルー

ム入口にある予約簿（時間指定）に御記入の上、御利用ください。なお、コンディショニングルームの

利用は選手の方に限定させて頂きます。また、必ず事前に選手団の監督や引率者に連絡を行った上で御

利用いただくようお願いいたします 

※施術できないサービスもあります。 

※コンディショニングルームには、選手控所でアイシングするための氷は用意していません。 

（７）車いす・補装具修理所 

 車いす・補装具修理をサブアリーナ内に開設していますので、車いすの調整等が必要な場合はご利用

ください。 

※部品交換には料金が発生します。 

（８）車いす貸出所 

 体育館のエントランスに車いす貸出所がございます。貸出用車いすは、屋内のみ使用可となります 

（９）毛布貸出所 

 感染症対策のため、毛布の貸出はございません。必要な場合は各自で持参いただくようお願いいた

します。 

(10)いちご一会広場（売店） 

 大会記念グッズや地場産品等の販売等を行いますので、是非、ご利用下さい。 

 

10 監督会議 

 監督会議については、10 月上旬に書面開催の形式で行います。今回の連絡事項送付と併せて照会をさ

せて頂いた質問事項についての回答などを共有させて頂く予定です。 

 また、書面開催後にも選手団から質問事項があった場合は、その回答についても全選手団に共有をさせ

ていただきます。 



※実施要領では、14 その他（１）において「監督会議は、10 月 28 日（金）に行う。」と記載があり

ますが、新型コロナウイルス感染症対策から実施しないことといたしました。 

 

11 公式練習 

 ・ 公式練習は別紙いちご一会とちぎ大会ボッチャ公式練習割当表」のとおり実施します。各選手団は割

り当てられた時間で練習を行ってください。 

 ・ コート割はいたしませんので、譲り合ってお使いください。密が発生する場合は、係員から移動をお

願いすることがありますので、御承知おきください。 

 ・ 公式練習の選手団受付は練習時間毎に開始 30 分前から実施します。 

 ・ 公式練習日に競技用具の検査をランダムチェックにて実施します。係員から用具検査を求められた際

は、応じていただくようお願いします。 

 

12 ウォーミングアップ（各グループの競技実施前） 

 ・ 各グループの競技実施前に 30 分間のウォーミングアップの時間を設けます。 

・ 選手、コーチ及び競技アシスタントは必要となる用具を持参のうえ、直接コートに集合してください。

選手の移動や用具の運搬を行う要員が必要となる場合は、コーチ、競技アシスタント以外の選手団役員

が手伝うことを可とします。 

・ 30 分間のウォーミングアップにて各選選手団が使用するスローイングボックスは、各選手団の意向

を確認したうえで決定します。希望が重複した場合は、時間を区切って交代で利用することとします。 

・ ウォーミングアップ終了後、各選手の審判とのコミュニケーション方法の確認を行います。 

 

13 招集 

・ 選手、コーチ及び競技アシスタントは必要となる用具を持参のうえ、プール内第１試合開始 15 分前

までに招集受付にて受付を済ませて、コートに集合してください。 

・ コールルームへの集合に際して、選手の移動や用具の運搬を行う要員が必要となる場合は、コーチ、

競技アシスタント以外の選手団役員が手伝えるものとしますが、集合が完了した段階で選手、コーチ、

競技アシスタント以外の人員は速やかにコート外に退出してください。招集開始から試合終了までは選

手、コーチ、競技アシスタント以外の人員はコート内に立ち入れません。 

・ 招集時間に現れなかった選手は原則として棄権とみなし、試合に出場できません。また、招集時間に

現れなかった競技アシスタント、コーチは原則として試合に参加できず、持参されなかった競技用具は

原則として試合では使用できないものとします。 

・ 試合を行う両チームが揃った後、オーダーシートの提出及びコイントスによる投球順序の決定を行い

ます。 

 

14 競技方法 

・ 令和４年度の全国障害者スポーツ大会競技規則のほか、競技実施要領によります。 

・ 感染防止対策として、各試合の前後にボールを触る選手、競技アシスタントに対してアルコールによ

る手指の消毒を行いますので、ご協力をお願いします。 

 

15 開始式 



・ 開始式は新型コロナウイルス感染症対策の観点から実施いたしませんので、御了承ください。 

 

16 表彰式 

・ 競技２日目の競技終了後に表彰式を行いますので、選手、コーチもしくは競技アシスタントは競技フ

ロアにお集まりください。 

・ 会場の収容人数の関係から各選手団３名まで（選手含む）といたします。 

 ※例外としてチーム数が多い栃木県は９名、鹿児島県は６名といたします。 

・ 各プールの 1 位から 3 位の選手にメダルを授与します。 

・ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては表彰式を取りやめる場合があります。 

 

17 閉会式 

・ 10 月 30 日の表彰式終了後に終了式を行いますので、表彰式参加者はその場で待機をお願いいたし

ます。閉会式においても表彰式同様の人数制限を設けます。 

・ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては終了式を取りやめる場合があります。 

 

18 競技記録 

 試合結果は会場内に設置する記録掲示板に掲示するとともに、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会の HP

でも閲覧可能です。 

 

19 写真・動画撮影 

・ 写真や動画の撮影は可能ですが、フラッシュ撮影は禁止とします。 

・ 競技中の選手本人や競技アシスタント、コーチによる撮影は禁止とします。 

 

20 棄権 

・ 棄権する際は、別紙の「棄権届」に必要事項を記入のうえ、以下のとおりご提出ください。 

 競技会前日まで 

 本文書最後に記載の問い合わせ先にご提出ください。 

 競技会当日選手受付時 

 選手受付にご提出ください。 

 競技会当日競技開始後 

 競技フロア内の本部席にご提出ください。 

・ 選手受付時間内に受付がされない場合、招集時間に試合コートに現れない場合は、「棄権届」の提出が

なくても、原則として棄権扱いとなり競技に出場できません。 

 

21 その他注意事項 

 ・ 会場の都合から横断幕の掲示は禁止いたしますので、御了承ください。 

・ 会場内での貴重品や手荷物等の管理は各自にて行ってください。会場内での盗難や紛失に対して主催

者は一切の責任を持ちません。 

 

■ボッチャで使用するランプを配送する場合について 



   【必ず、同封の「往復便伝票」を使用してください。】（←１梱包につき 30kg 以下！） 

・配送先や配送日時指定について、あらかじめ印字した「往復便の伝票」を同封しますので、参加選

手団名（都道府県・指定都市名）等必要事項を記入の上、送付してください。 

   ・費用は自己負担になります。（着払い厳禁） 

   ・お届け先欄に、選手団名を明記してください。 

    ≪希望日時≫令和４年 10 月２７日（木）13:00～1６:00 

    ≪送付先≫〒３２9－2707 栃木県那須塩原市高柳 10  

三和住宅にしなすのスポーツプラザ  

ボッチャ ○○県・市代表 

   ※また、宅配便で配送せずに直接持ち込む場合は、令和４年１０月 21 日までに県実行委員会事務局

へ連絡をお願いします。 

【ボッチャ競技担当：花塚 裕介 （℡０２８－６２３－３５３０）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ボッチャで使用するランプを競技会場から発送する場合について 

   ・帰りの便（往復伝票の復路）は、以下の日程で宅配便受付所（プール前テント）にて集荷します。

往復便の復路伝票が付いていることを確認の上、受付所までお持ちください。 

    □10/29（土）14:00～14:30、18:40～19:10 

        □10/30（日）13:30～15:00 

   ・原則、往復便の復路伝票のみとしますが、個別の事情等により宅配便受付を利用する場合も、上記

のとおり対応をお願いします。ただし、ヤマト運輸の「着払い」のみの取扱いになりますので、注

意してください。 

   ・発送伝票が必要な場合は、受付時に申し出てください。その後、必要事項を記入の上、手続きを行

ってください。 

   ・必ず受付時間内に手続きを済ませてください。受付時間外の手続きには応じられませんので、あら

かじめ御了承ください。 

   ・原則、ランプのみの送付といたします。ボール等、持ち運ぶことができる用具は、御自身で会場ま

でお持ちください。ただし、特段の事情により、事前送付しなければならない用具があれば、あら

事務局で印字 

事務局で印字 

【      】県・市代表 

※必ず【 】内に選手団名を入れ

てください。 



かじめご相談ください。 

 

（問い合わせ先） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

全国障害者スポーツ大会課 競技運営担当 担当：花塚 

Tel：028-623-3530 Fax：028-623-3527 

Mail：syousupo@pref.tochigi.lg.jp 



月日 開始時刻 終了時刻 第１グループ 第２グループ 第３グループ

8:50 9:10 選手受付（第２グループ）

9:20 10:40 公式練習 (第２グループ)

11:10 11:30 選手受付（第３グループ）
外テント

10:40～11:40

12:00 12:20 選手受付（第１グループ）
退出
11:40

12:30 13:50 公式練習 (第３グループ)

14:40 16:00 公式練習（第１グループ）
サブアリーナ
14:20～16:00

退出
14:00

8:10 8:40 選手受付（第１グループ）

8:50 9:20 ウォームアップ （第1グループ）

9:20 11::15 競技 （第1グループ：25分×3試合）

11:15 11:30 休憩　　※選手受付（第２グループ）

11:30 13:25 競技（第1グループ：25分×3試合）

14:10 14:40 ウォームアップ（第２グループ）
退出
13:25

14:40 18:30 競技 (第２グループ：35分×6試合）

8:10 8:40 選手受付（第３グループ）

8:50 9:20 ウォームアップ （第３グループ）

9:20 11::15 競技 (第３グループ：25分×3試合）

11:15 11:30 休憩　

12:35 13:25 競技（第３グループ：25分×3試合)

13:25 14:15 　 移動・表彰式準備　

14:20 14:45

14:45 15:10

15:10 15:35

ボッチャ　全体タイムスケジュール

日時
競　技　日　程

選手控所割当

10月28日
(金)

公式練習日

サブアリーナ
8:50～10:40

サブアリーナ
11:10～14:00

外テント
12:00～14:20

※サブアリーナが
空くまで待機

10月29日
(土)

競技 1日目

サブアリーナ
8:10～13:25

カンセキスタジアム
開会式出席

外テント
11:50～ 13:45

※サブアリーナが
空くまで待機

サブアリーナ
13:45～18:30

10月30日
(日)

競技 2日目

サブアリーナ
8:10～

外テント
11:50～

長寿センター
12:00～

表彰式・閉会式

表彰式・閉会式の参加については、１チーム３
名までといたします。それ以外の役員等につい
ては、控所での待機をお願いいたします。



月日 開始時刻 終了時刻 1番コート 2番コート 3番コート

9:20 9:35

9:35 9:40

9:40 9:45 コール コール コール

9:45 10:10
Aプール
1試合目

Bプール
1試合目

Cプール
1試合目

10:10 10:15 コール コール コール

10:15 10:40
Aプール
2試合目

Bプール
2試合目

Cプール
2試合目

10:40 10:45 コール コール コール

10:45 11:10
Aプール
3試合目

Bプール
3試合目

Cプール
3試合目

11:10 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 11:50

11:50 11:55 コール コール コール

11:55 12:20
Dプール
1試合目

Eプール
1試合目

Fプール
1試合目

12:20 12:25 コール コール コール

12:25 12:50
Dプール
2試合目

Eプール
2試合目

Fプール
2試合目

12:50 12:55 コール コール コール

12:55 13:20
Dプール
3試合目

Eプール
3試合目

Fプール
3試合目

13:20 13:25

月日 開始時刻 終了時刻 1番コート 2番コート 3番コート

14:40 14:55

14:55 15:00

15:00 15:05 コール コール コール

15:05 15:30
Gプール
1試合目

Hプール
1試合目

Iプール
1試合目

15:30 15:35 コール コール コール

15:35 16:00
Gプール
2試合目

Hプール
2試合目

Iプール
2試合目

16:00 16:05 コール コール コール

16:05 16:30
Gプール
3試合目

Hプール
3試合目

Iプール
3試合目

16:30 16:35

16:40 16:50

16:50 16:55

16:55 17:00 コール コール コール

17:00 17:25
Jプール
1試合目

Kプール
1試合目

Lプール
1試合目

17:25 17:30 コール コール コール

17:30 17:55
Jプール
2試合目

Kプール
2試合目

Lプール
2試合目

17:55 18:00 コール コール コール

18:00 18:25
Jプール
3試合目

Kプール
3試合目

Lプール
3試合目

18:25 18:30

ボッチャ　試合実施方法

第1グループ(18チーム)

10/29(土)

招集（A～Cプール）
コートへ集合

アナウンス

退場（A～Cプール）

休憩

招集（D～Fプール）
コートへ集合

アナウンス

退場（D～Fプール）

第2グループ(18チーム)

10/29(土)

招集(G～Iプール）
コートへ集合

アナウンス

退場（G～Iプール）
招集(J～Lプール）

コートへ集合

アナウンス

退場（J～Lプール）



月日 開始時刻 終了時刻 1番コート 2番コート 3番コート

9:20 9:35

9:35 9:40

9:40 9:45 コール コール コール

9:45 10:10
Mプール
1試合目

Nプール
1試合目

Oプール
1試合目

10:10 10:15 コール コール コール

10:15 10:40
Mプール
2試合目

Nプール
2試合目

Oプール
2試合目

10:40 10:45 コール コール コール

10:45 11:10
Mプール
3試合目

Nプール
3試合目

Oプール
3試合目

11:10 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 11:50

11::50 11:55 コール コール コール

11:55 12:20
Pプール
1試合目

Qプール
1試合目

Rプール
1試合目

12:20 12:25 コール コール コール

12:25 12:50
Pプール
2試合目

Qプール
2試合目

Rプール
2試合目

12:50 12:55 コール コール コール

12:55 13:20
Pプール
3試合目

Qプール
3試合目

Rプール
3試合目

13:20 13:25

第3グループ(18チーム )

10/30(日)

招集（M～Oプール）
コートへ集合

アナウンス

退場（M～Oプール）

休憩

招集（P～Rプール）
コートへ集合

アナウンス

退場（P～Rプール）



第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 

ボッチャ競技実施要領 

 

１ 競技規則 

令和４（２０２２）年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本

パラスポーツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

２ チーム編成 

（１） 男女の区別なく、立位選手1名及び座位選手1名にてチームを構成する。 

（２） 障害の程度の重い選手には競技アシスタントを付けることができる。 

（３） チームにはコーチを1名配置することができる。 

 

３ 競技方法 

（１） 3チームまたは4チームのプールに分かれ、各プールにてリーグ戦を行う。 

    なお、プール分けに際して障害区分は考慮しない。 

（２） 試合は1対1の個人戦を2エンド行い、2エンドの総得点で勝敗を決定する。2エ

ンド終了時に同点の場合は、タイブレイク（ファイナルショット制度）で勝敗を決

定する。 

（３） 試合はリレー方式とし、エンドごとに選手が交代する。立位選手と座位選手の順

番は問わない。 

（４） ジャックボールを含めた各チームの投球時間の合計は、1エンドあたりそれぞれ

6分とする。タイブレイク（ファイナルショット制度）では、各チームの投球時間

は設定しない。 

 

４ コート 

（１） コートの大きさは１２．５ｍ×６ｍとする。 

（２） コートのラインテープはボックスサイドライン、ターゲットボックス、クロスに

は２．５ｃｍ幅、それ以外は５．０ｃｍ幅の白色ラインテープを使用する。 

（３） 競技にて使用するスローイングボックスは３番と４番のみとする。 

 

５ ボール 

（１） 主催者にて以下のボールを用意する。 

アポワテックＢＣ－ＡＰ－００１ 

（２） 選手は（１）にて示すボールではなく、自身が用意するボールを使用してもよい。

その場合、どちらのチームも自分たちが使用するボールを２セット持って、試合に

臨むことができる。また、これより多いボールを試合に持ち込んではならない。 

 

６ 用具検査 

（１） 用具検査は公式練習日及び招集所においてランダムチェックにて実施する。 

（２） 検査の結果、基準を満たしていないと判断された競技用具は、試合では使用でき



ない。 

    なお、ボールが基準を満たしていないと判断された場合、試合では主催者が用意

するボールを使用しなければならない。 

 

７ ウォーミングアップ 

（１） ウォーミングアップは試合を行うコートにて各プールの第１試合開始前に３０分

程度行うことができる。また、各試合開始前に2分間ウォーミングアップの時間を

設ける。 

（２） 会場内に練習専用コートは設置する。 

 

８ 招集 

（１） 選手、競技アシスタント及びコーチは、プール内第１試合開始20分前から1５

分前の間に、オーダーシート及び使用する競技用具を持参のうえ招集所（コート）

に入ること。 

（２） 招集時間に現れなかった選手は原則として棄権とみなし、試合に出場できない。

また、招集時間に現れなかった競技アシスタント、コーチは原則として試合に参加

できず、招集所に持参されなかった競技用具は試合では使用できないものとする。 

（３） 招集所には選手、競技アシスタント及びコーチ以外は入ることができない。 

（４） 招集所にてオーダーシートの提出及びコイントスによる投球順序の決定を行う。 

 

９ ゼッケン 

  ゼッケンは選手に1枚、競技アシスタントに1枚配付する。選手は胸か足（前面）競技 

 アシスタントは背中にゼッケンを取り付けることとする。ゼッケンを付けていない選手、 

 競技アシスタントは招集所での受付ができないので注意すること。 

 

10 競技進行 

競技時間は、原則、プログラムに記載の競技日程表にしたがって行われるが、試合の

延長などにより遅延することがある。その場合は、会場内の記録速報所に掲示される競

技日程表に時間の変更を記載するので、選手及びチーム関係者は都度確認を行うこと。 

 

11 表彰 

（１） 各プール３位までの選手にメダルを授与する。 

（２） 競技アシスタント及びコーチはメダル授与の対象外とする。 

 

12 開始式・表彰式 

（１） 開始式は、実施しない。 

（２） 表彰式は、競技終了後に競技会場で行う。 

 

13 撮影 

（１） 競技アシスタント、コーチによる競技中の撮影は禁止する。 



（２） フラッシュ撮影は禁止する。 

 

14 その他 

（１） 監督会議は令和４（２０２２）年１０月２８日（金）に行う。なお、時間及び場 

   所については別途通知する。 

（２） 競技エリアへは、選手のほか、主催者や競技役員の許可を受けた関係者以外は立

ち入ることができない。 

（３） 貴重品については、各自責任を持って管理すること。 

（４） 競技エリアは土足禁止であるため、各自体育館シューズに履き替えること。な

お、車いすの選手については、競技エリア入口に設置する粘着マットシートにてタ

イヤの汚れを落とすこと。 

（５） 競技エリアでは水分補給のみ認め、水分補給以外の飲食は禁止する。 

（６） 選手の控所は、指定された場所を利用すること。 

（７） 荒天時ほか不測の事態が生じた場合の取扱いは、主催者において別途決定する。 

 



いちご一会とちぎ大会ボッチャ公式練習割当表

栃木県① 香川県 北九州市 兵庫県 福岡市 福井県
栃木県② 福島県 青森県 札幌市 石川県 仙台市
栃木県③ 広島市 堺市 宮崎県 佐賀県

鹿児島県① 山梨県 神奈川県 愛媛県 茨城県 長崎県 埼玉県※
鹿児島県② 岐阜県 横浜市 北海道 大分県 浜松市
長野県 宮城県 名古屋市 東京都 沖縄県

高知県 川崎市 岩手県 富山県 千葉県 熊本県 神戸市※
大阪府 鳥取県 千葉市 三重県 大阪市 山口県
滋賀県 熊本市 愛知県 福岡県 奈良県 広島県

9:20-10:40

12:30-13:50

14:40-16:00

第２グループ

第３グループ

第１グループ

■留意事項

①競技日においても同様のグループ割となっております。運営の都合等から、公式練習日においては、グループ順が第２→
３→１となっております。
※該当選手団（埼玉県、神戸市）は、競技日において以下のグループとなりますので、御承知おきください。
埼玉県：第２グループ、神戸市：第３グループ

②練習が可能なコートは、５コートございます。コート割はいたしませんので、当日選手団においてコートをお選びくださ
い。コートは譲り合って使用し、占領等はお控えください。密などが生じる場合は、運営側から移動をお願いすることがあ
りますので、御対応お願いいたします。



【第１駐車場】
輸送バス

競技会場

【第２駐車場】

【体育館前駐車場】
福祉タクシー

【長寿センター】
道路を挟んだ向かい側にあります。

ボッチャ会場周辺図



凡例

案内所

静養所

・検温所
・観覧者受付
・案内所
・関係者受付

待機所兼静養所

宅配受付所

選手控え所
外テント①

選手控所
外テント②

選手控所
プール事務所

ボッチャ会場全体図



受

選手控所
サブアリーナ

練習コート

競技本部・記録本部

選手控所
(外テント①)

凡例

多機能トイレ

トイレ

弁当引換所
ガラ回収所

受 選手受付

階段

記録速報コーナー

多機能トイレ
（オストメイト対応）

救護所

車いす貸出所

男子更衣室
（男子）

選手更衣室
（女子）

車いす・補装具
修理所

選手控所
（プール事務所前）

※渡り廊下の先にあります。

選手控所
(外テント②)

招集受付までの動線

練習コートまでの動線

ボッチャ会場体育館【1階】

招集受付

選手団観覧場所



凡例

案内所

記録速報コーナー

トイレ

弁当引換所
ガラ回収所

実施本部

情報保障席

階段

ボッチャ会場体育館【２階】



ボッチャ選手控所 (公式練習日～競技２日目）

○サブアリーナ ○外テント①

○外テント②○プール事務所

選手控所一覧

長寿センター

○１F 健康学習室
○２F
ボランティアルーム

○２F 会議室 ○２F 娯楽室



ボッチャ控所【公式練習日：8:50～10:40】

・公式練習が終了後、控所の移動をお願いいたします。

○サブアリーナ（第２グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【公式練習日：10:40～11:40】

・第２グループは、11:40までにお食事を済ませて、帰宅の準備をお願いいたします。
・第２グループは、11:40になりましたら退出し、バス等でホテルへの移動をお願い致します。

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）

○サブアリーナ（第３グループ）

○プール事務所（第２グループ）

○外テント①（第２グループ）

○外テント②（第２グループ）



ボッチャ控所【公式練習日：12:00～13:50】

・第３グループは、13:50になりましたら退出し、バス等でホテルへの移動をお願いいたします。
・第１グループは、第３グループの退出が完了後に、サブアリーナへ移動をお願いいたします。

○サブアリーナ（第３グループ）

○プール事務所（第１グループ）

○外テント①（第１グループ）

○外テント②（第１グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【公式練習日：14:20～】

・公式練習が終了後、バス等でホテルへの移動をお願いいたします。

○サブアリーナ（第１グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【１日目：８:10～13:25】

・第１グループは、13:25になりましたら退出し、バス等でホテルへの移動をお願いいたします。
・第２グループは、第１グループの退出が完了後に、サブアリーナへ移動をお願いいたします。

○サブアリーナ（第１グループ）

○プール事務所（第２グループ）

○外テント①（第２グループ）

○外テント②（第２グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【１日目：13:45以降】

・グループ内全競技が終了後、バス等でホテルへの移動をお願いいたします

○サブアリーナ（第２グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【２日目：８:10～16:35】

・表彰式・閉会式が終了いたしましたら、控室に戻り退出の準備をお願いいたします。
・退出については、係員の指示に従って行うようにしてください。

○サブアリーナ(第３グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋２名（選手団班員・サポーター）



ボッチャ控所【２日目：11:50～16:35】

・表彰式・閉会式が終了いたしましたら、控室に戻り退出の準備をお願いいたします。
・退出については、係員の指示に従って行うようにしてください。

○外テント①（第１グループ）

○プール事務所（第１グループ）

○外テント②（第１グループ）

※( )内は人数です。選手・役員数＋１名（選手団班員）＋予備１名



ボッチャ控所【２日目：11:50～16:35】
■長寿センター（会場付近にある施設です。）
第２グループ

・閉会式が終了時刻になりましましたら、待機していた選手団役員の皆様は、荷物を持ち閉会式会場までお
越しください。
・閉会式会場で待機中の選手と合流後、退出となります。

○１F
健康学習室

○２F
ボランティアルーム

○２F
会議室

○２F
娯楽室

※( )内は人数です。選手・役員数＋１名（選手団班員）



主
催
者
処
理
覧 

審判長 

 

 

令和  年  月  日 

 

第 2２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」ボッチャ 

棄 権 届 

 

 下記のとおり試合を棄権しますので届け出ます。 

団体名  

ゼッケン番号  

プール番号  

選手名  

棄権する試合 

 １ 未実施のすべての試合を棄権する。 

 ２ 試合番号［      ］の試合のみ棄権する。 

 ３ その他（                 ） 

備    考 
 

 

 

（届出者） 

団 体 名                  

氏 名                  

連 絡 先                  

選手との関係                  

（届出人が棄権者本人でない場合） 


