
 

中城村体育大会実施要綱総則 

 

1. 趣旨 

   本大会は、広く村民の間にスポ－ツを振興して、その普及発展アマチュアスポ－ツ精神の高 

揚を図り、あわせて村民の健康を増進しその生活を明朗にしょうとするものである。 

   なお、本大会は郡大会の選抜を兼ねるものである。 

 

２．主催 中城村体育協会 

 

３．種目  

  （１）採点種目     バレ－ボ－ル（男・女）・バスケットボ－ル（男・女） 

           卓球・ソフトテニス・サッカ－・バドミントン（男・女） 

                     ソフトボ－ル・ボウリング・テニス・ゴルフ 

陸上競技（男・女・壮年）    

  （２）非採点種目  ごさまるトリムマラソン   空手   サッカー愛好者大会 

 

４．期日及び場所 別紙のとおり 

 

５．競技方法 

 （１）村内各字対抗とする。（１チ－ムとする） 

  （２）総合成績は各種目ごとの合計得点により決める。 

  （３）採点は１位１０点、２位８点、３位７点、４位６点、５位以下３点とする。 

 

６．参加資格 

  （１）中城村に住所もしくは本籍を有するもの。他体協と重複登録はできない。 

  （２）村代表選手として郡大会、県大会に出場できるもの。 

  （３）年齢超過の高校生は、学校長の証明で一般に参加できる。 

  （４）年齢基準は県民大会初日とする。但しソフトボ－ルは大会日とする。 

 

７．表 彰      

  （１）総合成績３位まで表彰状を授与する。 

  （２）総合１位には優勝旗を授与する。（次年度で返還する） 

  （３）各種目ごとも３位まで表彰状を授与する。 

  （４）各種目優勝には優勝杯を授与する。（次年度で返還する） 

 

８．欠格事項 

本年度において、村代表選手として選ばれ特別な理由なく中頭郡大会に出場しなかった者は、

その種目に限り次年度の村大会に出場できない。 

 

９．その他の事項           

  （１）競技規則、方法は各種目ごとに決めるものとする。 

（２）トーナメント方式の場合は前年度優勝・準優勝チームをシードとする。 

（３）選手不足による大会参加の合同チームを認める。 



 

第４０回 中城村サッカー大会要項 

１．日  時  平成３１年５月１２日（日） 午前９時    ※予備日：５月１９日（日） 

２．会  場  吉の浦公園ごさまる陸上競技場 

３．参加資格  総則に定める 

４．選手名簿提出・説明会  平成３１年５月９日（木）午後８時（吉の浦会館） 

  抽選会：５月１２日（日）午前９時３０分～ ごさまる陸上競技場 

５．競技規則 

 ①日本サッカー協会８人制競技規則を準用する。 

 ②競技方法  ３～４チームによる予選リーグを行い、各リーグ１位が 

        決勝トーナメントへ進出し、トーナメント方式で順位を決定する。 

 ③試合時間  全試合１０分ハーフの前後半で行う。ハーフタイムは５分とする。 

決勝トーナメントからは同点の場合、ＰＫ戦（３名）により勝敗を 

決定する。         

 ④フィールドのサイズ 

  縦６８ｍ×横５０ｍ  ペナルティーエリア１２ｍ  ゴールエリア４ｍ 

  ＰＫマーク８ｍ  センターサークル７ｍ  交代ゾーン６ｍ 

④ユニフォーム 

シャツは統一した色とし、キーパーは色違いとする。 

 ⑤チーム編成 

監督１名、キャプテン１名、選手１５名以内とする。 

 

― 細 則 ― 

 

競技者の数・・・８人（８人のうち１名はキーパー）で行う。 

       ※一方のチームが６人に満たない場合は試合はできない。 

       ※退場者が出た場合、その選手は試合に出ることはできないが、 

        代わりの選手を補充し、常に８人で試合を行う事ができる。 

 

交替について・・・交替は規制しないが交代する選手は交代ゾーンから行う。 

       ※交替の際は試合を止めずに自由に行う。但し、キーパーの交代のみ主審の許可

（試合を止めて）を得て交替を行う。 

 

ＰＫについて・・・ＰＫ戦は３人とする。 

 

フリーキックについて・・・フリーキックを行う場合、相手選手は７ｍ以上離れる。 

       ※コーナーキックも同様とする。 



 

第２０回中城村硬式テニス大会要項 

１．日  時  平成３１年５月１２日（日） ※予備日：５月１９日（日） 

２．会  場    吉の浦公園テニスコート 

３．参加資格    総則に定めるとする。 

４．選手名簿提出・説明会  平成３１年５月９日（木）午後８時（吉の浦会館） 

集合・抽選会：５月１２日（日）午前９時～  吉の浦公園テニスコート 

５．競技規則及び方法 

（１）各字対抗とする。 

（２）競技規則は日本テニス競技規則を準用する。 

（３）ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

（４）競技種別は、男子 単２、複１、３５歳以上複１ 

             女子 単１、複１、３０歳以上複１ 

    但し、単と複を兼ねることが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４０回中城村ソフトテニス大会要項 

１．日  時  平成３１年６月２日（日）午前９時  ※予備日：６月２３日（日） 

２．会  場    吉の浦公園テニスコート 

３．参加資格    総則に定めるとおりとする。 

４．選手名簿提出・説明会  平成３１年５月９日（木）午後８時（吉の浦会館） 

  抽選会：６月２日（日）午前９時～ 吉の浦公園テニスコート 

５．競技規則及び方法 

（１）各字対抗とする。 

（２）競技規則は日本ソフトテニスハンドブックを準用する。 

（３）予選リ－グ・決勝ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

      但し参加チ－ムが、６チ－ム未満の場合は、総当たりとする。 

（４）試合は７ゲ－ムとし、試合順は次のとおりとする。 

      １．女子ダブルス  ２・男子ダブルス  ３・混合ダブルス 

（５）ユニフォーム・シューズはソフトテニスに適したものを着用すること。 

（６）チ－ム編成は、監督１名、キャプテン１名、選手男子５名、女子５名以内とする。 

（７）審判員は原則として各チ－ムから出す。 

                                             

第４０回中城村ソフトボール大会要項 

１．日  時  平成３１年６月２日（日）午前９時  ※予備日：６月３０日（日） 

２．会  場    野球場（吉の浦公園）・ごさまる陸上競技場 

３．参加資格   総則に定めるとおりとする。 

４．選手名簿提出・抽選会  平成３１年５月９日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字対抗とする。 

（２）競技規則は日本ソフトボール競技規則を準用する。 

（３）ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

（４）試合は５イニングとし、延長はノーアウト、セカンドで行う。 

（５）試合時間は１時間１０分とし、それ以後は、つぎのイニングに入らない。 

（６）ユニフォームは、背番号をつけ、ピッチャー以外の金具付きスパイクは禁止する。 

（但し、ごさまる陸上競技場については、金具付きスパイクは禁止） 

（７）チ－ム編成は、監督１名、キャプテン１名、選手１５名以内とする。 

（８）審判員は、第１試合目については、次の試合の両者が行うものとし、２試合目 

以降は、敗者チームより３名以上で行うものとする。 



 

第６３第６３第６３第６３回中城村バレ－ボ－ル大会要項回中城村バレ－ボ－ル大会要項回中城村バレ－ボ－ル大会要項回中城村バレ－ボ－ル大会要項 

１．日  時      平成３１年６月９日（日）午前９時  ※予備日：６月３０日（日） 

２．会  場     中城村民体育館・中城小学校体育館 

３．参加資格     総則に定めるとおりとする。 

４．選手名簿提出・抽選会  平成３１年６月６日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字男女対抗とする。 

（２）競技規則は日本バレ－ボ－ル協会９人制競技規則を準用する。 

（３）ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

（４）ユニフォームは、統一したものとする。 

（５）チ－ムは編成は、監督１名、キャプテン１名、選手１５名以内とする。 

（６）１試合目の審判員は、２試合目に出場する両チームが行い、２試合目以降の 

審判員は、前試合で負けたチームが行う。 

６．総則９．（３）の合同チームによる参加について 

  別紙申し合わせによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

合同チーム参加に関する申し合わせ（バレーボール大会）合同チーム参加に関する申し合わせ（バレーボール大会）合同チーム参加に関する申し合わせ（バレーボール大会）合同チーム参加に関する申し合わせ（バレーボール大会）    

 

目的  各自治会において選手確保が厳しく、あるいは個々の選手が参加したいが参加 

できない場合に限り合同チームを結成し大会参加を認め、有望選手の発掘及び 

中頭大会への選手派遣へ繋げることを目的とする。 

  

実施方法     

＜１＞チーム編成について 

（１） 原則として参加選手（9 人以下）に足りない自治会のみ合同チームでの 

大会参加を認める。但し、サークル、実業団など競技力向上を第１の 

目的とする合同チームは適用されない。 

（２）大会参加の名称は、「自治会合同チームの連名」とする。 

（３）各自治会の代表者（各自治会体協長）で協議して参加申込を行う。 

   参加申込人数は、1自治会において４名以上の申込が必要である。 

     尚、参加にあたっては学校区域（中城・津覇・中城南）に属する 

自治会でチーム編成を行う。（2自治会で１チームとする。） 

  （４）大会において自治会単独で参加した自治会は認めない。 

＜２＞ ユニフォームについて 

（１）ユニフォームは、各チームで準備したユニフォームを着用する。 

＜３＞名簿提出及び抽選会について 

（１） 名簿提出及び抽選会は大会３日前に行う。但し、大会参加申込（合同チーム）

編成についての説明会を大会前の他の競技抽選会の場で行う。 

＜４＞大会参加の点数について 

（１） 通常、参加点３点、１位１０点、２位８点、３位７点とするが、合同チームの場合は、 

上位成績も含め参加点３点のみが適用される。 

※上記以外に生じるケースや問題については、バレーボール専門部がその都度協議して判断 

する。 

 

 

 

 



 

第３７回中城村バドミントン大会要項 

１．日  時  平成３１年６月１６日（日）午前９時   ※予備日：６月２３日（日） 

２．会  場    中城村民体育館（メインアリーナ） 

３．参加資格    総則に定めるとする。 

４．選手名簿提出・説明会  平成３１年６月６日（木）午後８時（吉の浦会館） 

  抽選会：６月１６日（日）午前８時４５分～ 中城村民体育館（メインアリーナ） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字男女対抗とする。 

（２）競技規則は日本バドミントン競技規則を準用する。 

（３）原則としてト－ナメント方式とし、３位決定戦は行わない。 

（４）試合は次のとおりとする。（選手は、ゲームを兼ねることはできない） 

     １．ダブルス  ２．ダブルス  ３．シングルス 

（５）ゲームは２１ポイント、２ゲーム先取の３ゲーム（ラリーポイント制）で行う。 

（６）チーム編成は、監督１名、選手５名以上６名までとする。 

※ 監督は選手を兼ねることができる 

（７）大会は事前申込みチームで当日（６）の条件を満たし開会式前の監督会議に 

おいて抽選したチームで行われる。 

（８）ユニフォーム、シューズはバドミントンに適したものを着用すること。 

（９）線審は、原則として各チームから出す。 

                                            

第４３回中城村卓球大会要項 

１．日  時  平成３１年６月１６日（日）午前９時  ※予備日：６月２３日（日） 

２．会  場    中城村民体育館（  サブアリーナ ） 

３．参加資格    総則に定めるとする。 

４．選手名簿提出・抽選会  平成３１年６月６日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字対抗とする。 

（２）競技規則は日本卓球競技規則を準用する。 

（３）ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

（４）試合は５セット（１１点）とし、試合順は次のとおりとする。 

  １．男子シングルス、２．女子シングルス、３．女子３０代以上シングルス 

  ４．男子４０代シングルス、５．男子シングルス、６．女子ダブルス・７男子ダブルス 

（５）チ－ム編成は、監督１名、キャプテン１名、選手は男子７名、女子６名以内 

 ４０代男子２名以内とする。 

（６）ユニフォームはスポーツ着とする。 

（７）審判員は各チ－ムから出す。 ※ ラケットは各字体協で準備をする。 

（８）男子４０代以上、女子３０代以上については、平成３１年４月１日までに 

   当該年齢に達している者であることとする。 



 

第２２回中城村ボウリング大会要項 

                                                              

１．日  時      平成３１年６月３０日（日）         ※予備日：７月１４日（日） 

午前９時受付  午前９時３０分開会式   

         午前１０時試合開始 

２．会  場      レーントゥセントラル  

    〒901-2301 沖縄県中頭郡北中城村島袋１  ＴＥＬ：０９８－９３２－２９８１    

３．参加資格      総則に定めるとおりとし、年齢基準は４月１日とする。 

４．選手名簿提出日   平成３１年６月６日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字対抗とする。 

（２）競技規則は、沖縄県ボウリング連盟規則並びに全日本ボウリング協会の規則を準用し、 

      村の申し合わせ事項を適用する。 

（３）競技は、合計６ゲ－ムを投球し、各チ－ムの合計得点により順位を決定する。但し、   

得点の計算方法として次のとおりハンディを与える。（１ゲ－ムにつき） 

       女子  ４０代まで１０点              男子  ５０代   ５点 

               ５０代  １５点               ６０代   １０点 

               ６０代    ２０点                      ７０代以上１５点 

               ７０代以上２５点 

（４）チ－ムのメンバ－に欠員が生じた場合は、そのチ－ムの競技得点は投球した人数の合計得点

とする。  

（５）個人としての参加は認めない。 

（６）同位点の裁定については、競技規定１３３条を採用する。 

（７）抽選は、事務局で行う。 

（８）選手変更は大会当日受付終了時までとする。但し、補員から行う。 

６．参加上の注意 

（１）選手集合及び受付は、競技開始予定時刻の３０分前に通過完了しなければ失格となります。

（３名以上のメンバーがいなければ受付しない。） 

（２）ボウリングのゲ－ム代、靴代は、各字体協負担とします。 

    

    



 

第１２第１２第１２第１２回中城村各字体協対抗ゴルフ大会回中城村各字体協対抗ゴルフ大会回中城村各字体協対抗ゴルフ大会回中城村各字体協対抗ゴルフ大会要項要項要項要項    

１．目 的：本大会は、中城村在住者ゴルファーの底辺拡大及び技術の向上とお互いの健康増進と 

親睦を図り、地域活性化に寄与することを目的として開催する。 

また、第４７回中頭郡対抗ゴルフ大会への村代表選手の選考も兼ねるものとする。 

２．主 催：中城村体育協会 

３．日 時：平成３１年６月３０日（日）AM１１：４６開始 

４．会 場：オーシャンキャッスルカントリークラブ 

５．選手名簿提出日：平成３１年６月６日（木）ＰＭ８：００ 吉の浦会館 

※ 選手以外個人参加も受け付ける。（先着順） 

※ 選手の変更は競技開始３０分前までに届ける。 

６．参加資格：総則に定めるとおりとする。 

７．チーム編成 ：各体協４名以上とする。 

８．組合せ時刻：組合せは、主催者で決める。 

９．競技方法 

①１８ホールストロークプレイ。 

②ＪＧＡ及びオーシャンキャッスルＣＣにおけるローカルルールを適用。  

③団体戦は、１８ホールストロークプレイとし、上位４名のトータルスコアより順位を決定する。 

④団体戦で同スコアの場合は、５番目のスコアで決め、それでも同スコアならば、カウントバック

方式により決定する。 

⑤個人戦の順位も同スコアの場合は、カウントバック方式により決定する。 

⑥使用ティはブルーティとする。 

１０．大会規則：①カップインまでノータッチ（ＯＫパットなし）。 

        ②同一チームのペア競技者とクラブ・距離などに関する相談は認めます。 

        ③距離計の使用は、距離のみを計測する機器のみ使用を認めます。 

１１．表 彰：団体戦    １位～３位     個人戦グロス １位～３位 

       個人戦W P  各賞 

※表彰式はプレー終了後クラブハウスレストランで行います。 

１２．代表選手選考：グロス１位～１０位までの１０名を村代表として派遣する。 

１３．プレー料金 ：９，５２０円セルフプレー（プレー代・参加費・プレー後バイキング料理込） 

          ＊プレー代７，５２０円 参加費２，０００円 

１４．大会役員：大 会 会 長：中城村体育協会会長、大会副会長：中城村体育協会副会長 

   競技委員長：村体育協会ゴルフ部部長 

競 技 委 員：村体育協会ゴルフ部副部長、各専門部部長 

１５．問い合わせ先：中城村体育協会事務局 担当者：体育振興係 

          TEL：０９８－８９５－３７０７ FAX：０９８－８９５－６３５３ 

 

 



 

第６４回中城村バスケットボ－ル大会要項 

１．日 時   平成３１年７月７日（日）    ※予備日：７月１４日（日） 

午前９時開会式・９時３０分試合開始 

２．会 場    中城村民体育館・中城中学校体育館 

３．参加資格  総則に定めるとおりとする。 

４．選手名簿提出・抽選会  平成３１年６月６日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法 

（１）各字男女対抗とする。 

（２）競技規則は日本バスケットボ－ル協会の競技規則を準用する。 

（３）ト－ナメント方式とし、３位決定戦はしない。 

（４）試合時間は７分－１分－７分 ５分 ７分－１分－７分の４クォーター制の 

流し、フリースロー及びタイムアウト、第４クォーター１分は時計を止める。 

   ※ 延長は３分とする。 

（５）ユニフォームは、統一したものとする。 

（６）チ－ム編成は、監督１名、キャプテン１名、選手１５名以内とする。 

（７）審判員は、各チ－ムから出し、前試合の両者が審判をする。 

 

                                               

 

第６４回中城村陸上競技大会要項 

１．日  時  平成３１年９月８日（日）午前９時  ※予備日：９月１５日（日） 

２．会  場    ごさまる陸上競技場 

３．参加資格    総則に定めるとおりとする。 

４．選手名簿提出・抽選会・監督会議   平成３１年８月８日（木）午後８時（吉の浦会館） 

５．競技規則及び方法    別に定める 

 

 

 



 

第７回護佐丸カップゴルフ大会要項 

１．開催趣旨：中城村内外のゴルフ愛好者相互の親睦を図り、本村におけるゴルフ競技

の健全な普及発展を願い開催するものです。 

２．主  催：中城村体育協会 

３．後  援：中城村役場 

４．主  管：中城村体育協会ゴルフ部 

５．期  日：平成３１年９月２９日（日） １１：１１～ 

６．会  場：オーシャンキャッスルカントリークラブ 

７．プレー費：￥９，０２０（参加費・プレー後バイキング料理込） 

８．競技方法：１８ホールストロークプレイ （ダブルペリア方式） 

９．競技規則：日本ゴルフ協会競技規則及び大会特別規則・オーシャンキャッスルカン

トリークラブローカルルールによる。 

１０．表  彰：上位入賞者、飛賞、特別賞等協賛各社による賞品多数進呈。 

１１．申込み締切り：平成３１年９月２５日（水）まで 

＊１２０名（定員になり次第締め切り） 

１２．申込み方法：オーシャンキャッスルカントリークラブ 

電話予約の上、申込書に記入、ＦＡＸして下さい。 

         ＴＥＬ０９８－８９５－７７８８ ＦＡＸ０９８－８９５－７８６５ 

                                         

 

第１４回空手演武会要項 

１．目的：本大会は、青少年の健全育成及び老若男女への空手の普及で健康増進を図る。 

２．日 時：平成３１年１２月８日（日）午後２時 

３．会 場：吉の浦会館 

４．参加資格：一般、高校生、中学生、小学生 

                                         

 

第４８回ごさまるトリムマラソン大会要項 

１．日  時  平成３２年１月１９日（日）午前９時  ※荒天時中止 

２．会  場    ごさまる陸上競技場 

３．競技規則及び方法  別に定める 

 

 

 



 

高校生交流スポーツ大会要項 

 

１．日  時  平成３２年３月２２日（日）午前９時  ※荒天時中止 

２．会  場    中城村民体育館・ごさまる陸上競技場・吉の浦公園野球場 

        吉の浦公園テニスコート 

３．参加資格  高校生（村内出身）及び各字体協 

４．目  的  村内の体育振興を図るとともに地域スポーツを担う次世代を育成する。 

５．協  力  各字体協 

 

                                         

体協史編集 

  

平成３１年度において、中城村体協史の編集を予定しています。 

さまざまな資料が必要となりますので、各字からも資料の提供をお願いします。 

 

（例）・各字で活躍した選手の資料 

   ・体協に関連した写真 

   ・各字のエピソードなど 

 

 

 


