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２．第４２回全国ろうあ者体育大会開催要項 
 

１．目 的 全国のろうあ者がスポーツを通して技を競い、健康な心と体を養い、自立と 

 社会参加を促進し、合わせて国民のろうあ者に対する正しい理解を深めるた 

 めに開くものである。 

２．名 称 第４２回全国ろうあ者体育大会 

 （１） 第５４回野球競技  （６） 第２７回テニス競技 

 （２） 第４２回卓球競技  （７） 第２１回ボウリング競技 

 （３） 第４０回バレーボール競技 （８） 第１６回ソフトボール競技 

 （４） 第３９回陸上競技 （９） 第１６回バドミントン競技 

 （５） 第２８回サッカー競技 （10） 第９回バスケットボール競技 

  

３．開催日程 ２００８年９月１１日（木）～１４日（日） 

４．会場 大阪市・堺市・吹田市・門真市 

５．主催 財団法人全日本ろうあ連盟 

６．主管 社団法人大阪聴力障害者協会（第４２回全国ろうあ者体育大会実行委員会） 

７．競技主管 大阪府軟式野球連盟  大阪卓球協会  大阪府バレーボール協会 

 大阪府陸上競技協会  大阪府サッカー協会  大阪府テニス協会 

 大阪府ボウリング連盟  大阪府ソフトボール協会  

  大阪府バドミントン協会  大阪府バスケットボール協会 

８．後 援 厚生労働省 文部科学省 財団法人日本体育協会 財団法人日本障害者ス

（予定） ポーツ協会 日本パラリンピック委員会 社会福祉法人全国社会福祉協議会 

 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 全国手話通訳問題研究会 全国聾 

学校体育連盟 日本デフスポーツ団体協議会 大阪府 大阪府議会 大阪府 

教育委員会 大阪府市長会 大阪府町村長会 社会福祉法人大阪府社会福祉 

協議会 財団法人大阪体育協会 大阪府医師会 大阪府障がい者スポーツ振 

興協会 社会福祉法人大阪障害者団体連合会 社会福祉法人大阪府共同募金 

会 大阪市 大阪市会 大阪市教育委員会 大阪市体育協会 社会福祉法人 

大阪市社会福祉協議会 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 

堺市 堺市議会 堺市教育委員会 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 近畿 

ろうあ連盟 社会福祉法人大阪聴力障害者福祉事業会 社会福祉法人あいら 

ぶ福祉会 大阪府立生野聴覚支援学校 大阪府立堺聴覚支援学校 大阪府立 

だいせん聴覚高等支援学校 大阪市立聾学校 ＮＨＫ大阪放送局 讀賣テレ 

ビ放送株式会社 朝日放送株式会社 株式会社毎日放送 関西テレビ放送株 

式会社 テレビ大阪 株式会社ジェイコムウエスト 株式会社朝日新聞社 

株式会社毎日新聞社 株式会社大阪読売新聞社 株式会社産業経済新聞社 

株式会社日本経済新聞社大阪本社 新日本海新聞社大阪本社  

９．協賛 ナガセケンコー株式会社 内外ゴム株式会社 ヤマト卓球株式会社 

（予定） 大塚製薬株式会社 

 

10．協力 全大阪ろう社会人野球連盟 大阪手話通訳問題研究会 大阪手話サークル 

（予定） 連絡会  
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11．日程及び会場（予定）        期間：２００８年９ 月１１日（木）～1４日（日） 

 

月  日 時  間 内  容 会  場 

9 月 11 日(木) 
13:00～19:00 

全日ろう連スポーツ委員会 

第２回本委員会 

 

 

 

大阪府立体育会館（大阪市） 

 

18:00～19:00 実行委員会との打合せ 

19:00～21:00 第２回競技運営合同会議 

9 月 12 日（金） 

 

9:00～ 12:00 監督主将会議 

14:00～16:00 開会式 

17:00～20:00 加盟団体体育部長会議 

9月 13日（土） 18:00～21:00 第 1回全国体育大会検討作業委員会

(予定) 

9月 13日（土） 

 

 

 

～9 月 14日（日） 

（ 全 10 競技） 

 

9:00～17:00 

 

第 54回野球競技（軟式） 万博記念公園（吹田市） 

第 42回卓球競技 大阪市立中央体育館（大阪

市） 

第 40回バレーボール競技 大阪府立体育会館（大阪市） 

9:00～15:00 

 

第 39回陸上競技 大阪市立長居陸上競技場

（大阪市） 

第 28 回サッカー競技 舞洲運動広場、鶴見緑地球

技場（大阪市）、金岡公園陸

上競技場（堺市） 

第 27回テニス競技 マリンテニスパーク・北村 

（大阪市） 

第 21回ボウリング競技 新大阪イーグルボウル 

（大阪市） 

第 16回ソフトボール競技 万博記念公園スポーツ広場 

（吹田市） 

第 16回バドミントン競技 大阪市立浪速スポーツセン

ター（大阪市） 

第 9回バスケットボール競技 なみはやドームサブアリー

ナ（門真市） 

9 月 14 日（日） 

（ 全 10 競技） 

15:00～16:00 閉会式（各競技場で表彰式を行う）  
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12. 競技実施要項の主な変更・追加事項 

【説明】 

今大会の「各競技実施要項」は、５月１日に財団法人全日本ろうあ連盟のホームページ

(http://www.jfd.or.jp/)に掲載されます。ここでは、昨年の競技実施要項より変更・追加さ

れた主な事項をお知らせ致します（今大会は、卓球、バレーボールのみ）。 

 

(1)第 42回 卓球競技 
 前  回 今回の変更・追加 

３．出場資格 

 

⑤加盟団体内でダブルスの

ペアが組めない場合、大会

競技実施要項規定の６(2)

により他の加盟団体の者

と組むことが出来る。 

⑤ダブルスペア編成については原則として地元

優先であること。しかし加盟団体チーム内での

人数によってダブルスのペアが組めない場合、

大会競技実施要項規定の６(2)により他の加盟

団体の者と組むことが出来る。 

５．競技方法 

 

①団体戦は参加数により、以

下の方法で行う。 

・7 チーム以上はトーナメン

ト方式。 

・6 チームの場合は、ＡとＢ

ブロックに分けた予選リ

ーグ戦とし、各ブロック 1

位チームが決勝戦、2 位チ

ームが 3 位決定戦を行う。 

・5 チーム以下の場合は総当

りリーグ戦とする。 

 

①団体戦は参加数により、以下の方法で行う。 

但し、参加状況により競技方法を変更すること

がある。 

・7 チーム以上の場合は、いくつかのブロックに

分けた予選リーグ戦とし、２つのブロックに分

けた場合は各ブロック 1 位チームが決勝戦、2

位チームが 3 位決定戦を行う。3 つ 

以上のブロックに分けた場合は各ブロック１

位、もしくは１､２位チームがトーナメント戦

出場とする。 

但し、会場や時間などの都合により参加状況に

よってはトーナメント戦になることもありえ

る。 

・６チーム以下の場合は総当りリーグ戦とする。 

7．使用球 

 

ボールは JTTA 公認の 40 ミ

リボールを使用する。(使用球

のメーカー、色は主管協会が

決めるものとする。) 

ボールは JTTA 公認の 40 ミリボールを使用す

る。(使用球のメーカーは主管協会が決めるもの

とする。色は白とする。) 

 

10．注意事項 

 

⑤その他については、大会本

部又は競技役員の指示に

従うこと。    

⑤日本卓球協会のルールに従って ENEZ(ITTF

が許可した検査器)によるラケット検査を行う

こともあります。 

⑥その他については、大会本部又は競技役員の指

示に従うこと。 

 

(2)第 40回 バレーボール競技 
  前  回 今回の変更・追加 

5．競技方法 

 

①競技は、トーナメント方式

によるものとする。但し、

参加チームが少ないとき

は、予選リーグを行った

後、勝ち残ったチームによ

る決勝戦によるトーナメ

ント戦を行う。 

②全試合3セットマッチとす

る。 

①予選リーグ戦をおこなった後、勝ち残った上位

４チームによる決勝トーナメント戦をおこな

う。但し、参加チーム数が多いときは、予選ト

ーナメント戦によるものとする。 

②予選リーグ戦及び準決勝戦、３位決定戦は、３

セットマッチとする。決勝戦は、５セットマッ

チとする。 
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13. 競技組合せ抽選会について 

 

【大会参加申込締切後、実行委員会で代理抽選を行う競技】 

  ①第 42回卓球競技  ②第 39回陸上競技  ③第 27回テニス競技 

  ④第 21回ボウリング競技  ⑤第 16回バトミントン競技 

 

【監督主将会議で抽選を行う競技】 

  ①第 54回野球競技  ②第 40回バレーボール競技  ③第 28回サッカー競技 

  ④第 16回ソフトボール競技  ⑤第９回バスケットボール競技 

 

 

14.問合せ先 

第 42回 全国ろうあ者体育大会実行委員会事務局 

〒540-0061 

大阪府大阪市中央区安堂寺町 1-3-4 安堂寺Ｒタワー２階  

社会福祉法人大阪聴力障害者福祉事業協会 法人事務所内 

電話 06-6761-1757   ＦＡＸ 06-6761-1757 

E-メール osakajimukyoku42@yahoo.co.jp 

大会ホームページ：５月１日開始となります。 


