
定

通

申込み締め切り 組合せ会議

Ａ
グ
ル
ー
プ

Ｂ
グ
ル
ー
プ

Ｃ
グ
ル
ー
プ

平成２８年１０月２５日（火）　午後１時必着
１０月２５日（火）
午後１：００～

新体操・体操・ハンドボール・卓球
空手道・柔道・登山

平成２８年９月２３日（金）　午後3時必着

バスケットボール・バレーボール
サッカー・バドミントン・剣道

　
平成２８年１０月１８日（火）　午後3時必着

１０月２０日（木）
（バレーボール：１２月１日（木））

９月２７日（火）

陸上・テニス：８月３０日（火）
上記以外：９月８日（木）

陸上・テニス・ソフトテニス・弓道・ソフトボール
　

平成２８年８月２５日（木）　午後３時必着

平 成 ２８ 年 度

北信高等学校体育連盟事務局

北信高等学校新人体育大会　大会要項

【　北信高等学校顧問各位　】　　　高等学校体育連盟の諸活動に、頭髪の染色・脱色・パーマ等や、装飾の
ピアス・ネックレス・指輪等はそぐわないものとして、その対象生徒の大会出場を制限します。したがって、各学
校におかれましては、専門部の協力を得て指導され、地域社会からも十分な評価と応援が得られる大会となり
ますよう、ご協力をお願いします。
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①長野陸上競技会のHPの右上
「大会要項・エントリーファイル」から
北信高校新人のEF（エントリーファイル）
をダウンロードして必要事項を記入する。
②ＥＦ（エントリーファイル）を8月26日（金）
までに
　　　rikujohokusin@yahoo.co.jp
　へ電子メールに添付し、送信する。
③認知書は各学校の高体連評議員に提
出する。なお、認知書には出場種目は記
入しないこと。

※プログラムには、EF（エントリーファイ
ル）
に記載された文字を使用するので、くれぐ
れも間違いのないように注意すること。
※記録の欄には、公認記録または目標記
録を必ず入力すること。

〈オープン参加の申し込みについて〉
オープン参加申し込み者は、記録欄に
9999と入力すること。
尚、女子棒高跳、三段跳、ハンマー投に
ついては一人３種の参加制限に加えな
い。
※参加料も同様に納入のこと。

陸上競技
9月    9日（金）
　　　 10日（土）
　　 　11日（日）

長野運動公園
陸上競技場

開会式
　9日（金）　 9:30

競技開始

9日（金）　10:10

10日（土）　 9:30

11日（日）　 9:30

閉会式
11日（日）　14：30

・高体連に登録済みの1・2年生
 （オープン参加者も含む）であること。
・1校1種目3名以内、1人3種目以内
　（リレーを除く）。
　リレーは1校1チーム。全日制1・2年生で編成の
　こと。

[11日]
男子　100m予・400m・1500m・110mH
　　　　4×100mR予・走幅跳・ハンマー投
　　　　やり投・8種競技前半
女子　100m予・400m・100mH・4×100ｍR予
　　　　1500m・5000mW・走幅跳
　　　　やり投・ハンマー投（オープン）

[12日]
男子　100m準、決・800m予、準・400mH
　　　　3000mSC・4×100mR決
　　　　4×400mR予・走高跳・棒高跳
　　　　砲丸投・8種競技後半
女子　100m準、決・800m予、準・4×400mR予
　　　　4×100mR決・400mH・砲丸投
　　　　7種競技前半・棒高跳（ｵｰﾌﾟﾝ）

[13日]
男子　200m・800m決・5000m
　　　　4×400mR決・5000mW
　　　　三段跳・円盤投
女子　200m・・800m決・3000m
　　　　4×400mR決・走高跳
　　　　円盤投・7種競技後半
　　　　三段跳（オープン）

学校対抗

・ｵｰﾌﾟﾝ参加についてリレーを
  除く男女、トラック、フィールド
  共全種目認める。

　尚、フィールド競技は試技３
  回とする。

注意事項

・スタートリスト、審判補助員に
つい
 ては、北信高体連のHPに掲載
す
 る（８月３１日以降）

各種目8位まで。
ただし、混成競技は6
位まで。

種　　目 期　　日 会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会 申し込み方法等

テニス
〇認知書とレジスタの両方で申し込むこと

・認知書は県高体連の公式のものを使用
　し、Ａ欄に団体の実力順位を記入する。

・レジスタは「北信高校テニス」のＨＰ
　に従って作成し、メールで提出する。

団体戦
　男女とも６チーム
　（変更がある場合は
連絡をします。）

・トーナメント方式。
・団体戦は各々１セットマッチ
　とする。
・全国選抜高校テニス大会の
　予選を兼ねる。
（ボールは本部で用意します）

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・団体戦のみ
　　各校男女各1チーム（実力順にNo.1～9まで登
    録する）４名以上で出場可。

※未登録者は申し込みと同時に登録すること。

南長野運動公園
テニスコート

9月　　3日（土）
          4日（日）

予備日
　　9月 5日（月）
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ソ フ ト
ボール

卓　球
10月  8日（土）
　　  　 9日（日）

長野運動公園
　　　　　　　体育館

開館　8:00

・高体連に登録済みの1・2年生であること
・日本卓球協会に登録済みであること。
・学校対抗　　各校男女各1チーム（4～7名）
・シングルス　 各校男女各無制限
・ダブルス　   各校男女4組まで

・トーナメント方式
・学校対抗4～6名による
　1ダブルス・4シングルス
　の試合による、3点先取。
　ただし、1番2番で3番の
　ダブルスを組むことは
　できない。
　シングルスは1回のみ出場
　とする。
・規定のゼッケンを付ける。
・ユニフォームはできるだけ
　2色用意し、対戦相手と
　異色にする。

学校対抗
　　男女各8チーム

シングルス
　　男女各16名
　　（１校８名以内）

【事務局提出】
・認知書
・高体連登録（新規のみ）

【専門部へメール送信】
・専門部専用大会申込書（北信卓球ＨＰよ
り）
　http://www.ngn-hssp.org/
  takkyu/hokusin/hoku-yotei.htm

メール送信先
　katsuyamaoh@yahoo.co.jp
　（須坂東高校　勝山由一　宛）

９月２３日　〆切

・団体戦
　　男女各上位8チー
ム

・個人戦
　　男女各上位16ペア

全チーム参加
10月２２日（土）
　　　　　　～２４日（月）
予備日：２５日（火）

上田市

・2016年オフィシャルルール適
用。
・トーナメント方式。
　（５位以下の順位決定戦あり）

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・監督1名、引率職員1名。
　（引率は学校長が認める教職員）
・選手17名以内, スコアラー１名。

篠ノ井高等学校
グラウンド

開会式　　 8:30
競技開始　9:30

9月　 24日（土）
　　　　25日（日）

期　　日 会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会 申し込み方法等種　　目

・認知書

・併せて長野県高体連ソフトテニス専門部
ＨＰよりメールで申し込む。

・認知書

ソ フ ト
テニス

9月　 17日（土）
9月　 18日（日）
　
予備日
　　　　19日（月）

南長野運動公園
テニスコート

集合・開場
8:30
競技連絡会議

8:45
開会式
9:00

別紙参照

・団体戦はリーグ戦方式とし、個
人戦はトーナメント又はリーグ戦
方式とする。

・審判は原則として敗者審判で
行うが、団体リーグ戦において
はこの限りではない。
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・個人戦
　男女それぞれ上位
　13人
・団体戦
　男女それぞれ上位
　20チーム。
　但し1校3チーム
　までとする。

・認知書
・締切はＡグループ日程
・認知書シートで出場者申し込みをする
　こと。ただし、Ａ～Ｅ欄は記入不要。
　また、登録入力シートの協会登録番号
　欄に登録者全員の全弓連ＩＤ番号を
　記入すること。
・メールで団体戦出場順位、チーム名、
　個人出場順位を申し込むこと。
　メール申し込み締切　９月５日（月）
　詳細は下記ホームページを参考に
　してください。
http://www.ngn-
hssp.org/kyudo/hokushin/index.html

ハンド
ボール

10月　 8日（土） 千曲市更埴体育
館

開会式　8:30

出場チーム数により決定する。 原則として地区大会
出場チームであるこ
と。

・認知書
A欄に団体、B欄に個人を記入する。
（個人は校内順位を記入のこと。）

試合形式と注意事項 県　大　会 申し込み方法等会場　・　時間 参加資格及び参加制限

ホワイトリング
サブアリーナ

開会式　9:30

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・学校対抗　男女とも各1チーム
・個人　男子1校6名以内
　　　　　女子1校6名以内

自由演技（男女とも） 学校対抗（男女）5位ま
で

個人8名まで（男女）

・認知書

新体操
10月   10日（月） ホワイトリング

サブアリーナ

開会式　9:30

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・男子
　　団体　1校2チーム以内
　
・女子
　　団体　1校2チーム以内

男子　団体（徒手）
　　　　個人（ロープ・クラブ）
女子　団体（フープ５）
　　　　個人（リボン・フープ）
☆個人は校内予選を経て
　2種目をきちんと演技でき
　ること。

男女とも
　団体5位まで
　個人8位まで

・認知書

弓　道
9月  　24日（土）
     　　25日（日）

長野運動公園
弓道場

24日
　8:30　　集合
　　　　監督会議

　9:00　　開会式

25日
　8:40　競技開始

・高体連に登録済みの1・2年生であること
・第一日目　個人戦
　　参加希望者全員
・第二日目　団体戦（3人チーム）
　　1校男女各5チーム以内。
　　編成は選手3名を欠かないこと。
　　補欠は1名以内。

・競技の順は男子－女子と
　する。
・個人戦（男女共通）
　1回戦1人4射で2中以上
　2回戦へ。
　2回戦1人4射。順位は
　1,2回戦の合計的中数
　で決定。
・団体戦
　1回戦1チーム1人4射
　合計12射。
　男女とも3中以上の的中
　チーム及び各校1チーム
　は2回戦へ。
　2回戦1チーム1人4射
　合計12射。
　順位は1,2回戦の合計的中数
　で決定。
・競技はすべて立射とする。
　団体戦は6分以内で実施
　すること。
・3人立ち4射場、12人立ちで
　実施。

体操競技
10月　10日（月）

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・1チーム15名以内
・全定の混合は認めない。
・合同チームについては別途検討する。

種　　目 期　　日
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空手道
10月　1日（土） 屋代高校

集合　 　8:30

開会式　9:30

　形
　　　　個人戦
　　　　団体戦

　組手
　　　　個人戦
　　　　団体戦

・高体連に登録済みの1･2年生であること。

・団体戦　※1校の複数チームを認める。
組手
　　　　男子1チーム　選手5名　補欠3名
　　　　女子1チーム　選手5名　補欠3名
形
　　　　男子1チーム　選手3名　補欠3名
　　　　女子1チーム　選手3名　補欠3名

・個人戦　組手・形
　　　　男子　8名以内
　　　　女子　8名以内

競技規定
平成28年度制定(公財)全日本
空手道連盟の競技規定及び全
国高体連空手道部及び長野県
申し合わせ事項による。

競技方法
・組手
　　トーナメント方式
　※ただしエントリーの状況に
　 　より変更もある。
・形
　フラッグ制によるトーナメン
　ト方式。
　原則決勝まで最低3種類の
　形を必要とするが、参加者
　（校）数により減ずることも
　ある。詳細は大会プログラ
　ムによる。
・注意事項（組手）
　安全具（男子６点・女子５点
　ｾｯﾄ）を着用すること。
　ニューメンホーⅤ・Ⅵ、
　挙サポーター（赤・青）は
　全空連検定品とする。
　シンガード、インステップガ
　ードは全国高体連空手道
　部検定品とする。
　ボディープロテクターは
　全空連検定品及び全国
　高体連検定品
　男子はセイフティーカップを
　着用すること。

個人戦（男・女）

　組手　上位8名

　形　　 上位8名

団体戦（男・女）

　北信大会出場校で
　あれば制限を設け
ず。

・認知書　男女別々に記入のこと。

Ａ欄　団体組手
Ｂ欄　個人組手（校内順位）
Ｃ欄　団体形
Ｄ欄　個人形（校内順位）
Ｅ欄　段級位

※団体戦において複数チームエ
　ントリーする際には、Ａ欄又はＣ
　欄に「Ａ」「Ｂ」等チームの別を明
　記すること。

種　　目 期　　日 会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会 申し込み方法等
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バドミント
ン

10月　27日（木）
     　　28日（金）
　　　　 29日
（土）

長野運動公園
体育館

開会式　8:45
競　 技　9:00

・高体連、協会登録済みの１・２年生であること。
・学校対抗　男女各1チーム
　監督・ｺｰﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ各1名以内、選手7名以内と
する
・個人戦　 　各校男女共4複6単以内

・トーナメント方式
・3・4位、5・6位決定戦あり。
・学校対抗試合順
　複1・複2・単1・単2・単3の順
　で実施する。
　但し単1のみ複と兼ねること
　はできない。

学校対抗6チーム

個人戦
　シングルス　8人
　ダブルス　　4組

・認知書を北信高体連事務局に提出。
（なお、新規に外部指導者がベンチ入り
する場合は「外部指導者契約書」の写し
を認知書とともに北信高体連事務局に提
出して下さい。）

・バドミントン特別様式を専門部ＨＰよりダ
ウンロードし、必要事項を入力し、専門委
員長へ送信し申し込みをして下さい。詳
細については、専門部HPを参照してくだ
さい。

・認知書　身長・体重の記載不要
・協会登録番号欄に協会登録番号を、Ａ
欄に背番号を必ず記入のこと。
（できる限りＮｏ１～２３まで順番に登録す
ること）

6日
県民須坂運動広
場
11日
千曲市サッカー場
11～14日
中野市多目的
サッカー場

・高体連・県協会に登録済みの1・2年生であること。
・選手23名　交替12名中9名
・合同チームの編成については専門部に
　問い合わせること。

・全試合トーナメント戦。
・試合時間は70分とする。
　同点の場合は、20分の延長
　の後、PK方式とする。
　3位決定戦は、延長戦を行わ
　ず即ＰＫ方式とする。

上位8チーム

10月　28日（金）
        29日（土）
        30日（日）

男子
・戸倉体育館
 
女子
・南長野運動公園
  体育館
・市立長野高校

・日本、県協会・高体連に登録済みの１・２年生であ
ること。
・各校男・女1チーム
・コーチ1名・アシスタントコーチ1名・学校関係者1
名
　マネージャー1名・1試合ベンチ入り選手18名。
　フリーエントリー制とする。
・長野高専は3～5年生のコーチベンチ入りはできな
い。
・合同チームによる参加については、１校選手が4
名以下（複数校）で認めることがある。（事前に専門
委員長へ連絡してください）

・トーナメント方式。
・5位～8位決定戦を行う。
・平成28年度競技規則で行う。

男女各8チーム

 ・認知書（協会登録番号欄にＪＶＡ選手Ｉ
Ｄを必ず記入する）
（なお、新規に外部指導者がベンチ入り
する場合は「外部指導者契約書」の写し
を認知書とともに北信高体連事務局に提
出して下さい。）

・合同チームでの参加を希望する場合、
申し込みをする前に専門委員長に連絡
すること。
（中野西高校：山岸哲也）

バスケット
ボール

・認知書にベンチに入る選手名を全員記
入し参加料を人数分支払う。
・身長を記入する。
・男子チームの女子マネージャーは
　男子チームの登録と する。
（なお、新規に外部指導者がベンチ入り
する場合は「外部指導者契約書」の写し
を認知書とともに北信高体連事務局に提
出して下さい。）

・合同チームについては県高体連様式
（申請書）を提出する。

バレー
ボール

12月　17日（土）
　　　  18日（日）

男子
南長野運動公園
体育館

女子
篠ノ井高校

・高体連に有効に登録された1・2年生であること。
・ベンチ入りは選手１４名（リベロ２名を含む）と
　監督、コーチ、マネージャー各１名以内とする。
・高校再編対象校の合同チームは所定の
　手続きをする。
・同一通学区2校合同チームによる参加可。
 （1校5名以下のチーム同士で、最大10名）
・ＪＶＡへのチーム及び個人登録を済ませておくこ
と。また、監督のスタッフ登録も同様とする。

・トーナメント方式。
・3位決定戦及び5～8位決定
　戦を行う。

男女各8チーム

サッカー
11月　6日（日）

　　　　11日（金）
　　　　12日（土）
　　　　13日（日）
　　　　14日（月）

種　　目 期　　日 会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会 申し込み方法等



申し込み方法等

Ⅰ．認知書
１．男女別の用紙で申し込むこと。
２．県および北信高体連ホームページ掲
載の「認知書記入上の注意」を確認するこ
と。
３．認知書（県高体連登録ファイル）は、各
校北信高体連評議員への申し込みと同
時に北部高校久保田博明先生へファイル
添付し、メール送信すること。
　【メール送信先：choro@nagano-c.ed.jp】

【　北信高等学校顧問各位　】　　　高等学校体育連盟の諸活動に、頭髪の染色・脱色・パーマ等や、装飾のピアス・ネックレス・指輪等はそぐわないものとして、その
対象生徒の大会出場を制限します。したがって、各学校におかれましては、専門部の協力を得て指導され、地域社会からも十分な評価と応援が得られる大会となり
ますよう、ご協力をお願いします。

種　　目 期　　日 会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会

　
柔　道

10月 15日（土）
　　　 16日（日）

千曲市更埴体育
館

15日（土）
個人試合計量①
 ８：４０
審判・監督会議
 ９：００
開会式
 ９：３０
試合開始
 １０：００
個人試合計量②
団体試合終了後

１6日（日）
個人試合計量③
 ８：４０
審判・監督会議
 ９：００
試合開始
 ９：３０

Ⅰ．高体連に登録済みの１、２年生
Ⅱ．団体試合
　１．男子団体試合Ⅰ部
　（１）１校１チーム、監督１名、選手８名とする。
　（２）高体連登録者数が男子３名以上であること。
　２．男子団体試合Ⅱ部
　（１）１校１チーム、監督１名、選手４名とする。
　（２）高体連登録者数が男子２名以上４名以内であること。
　３．女子団体試合
　（１）１校１チーム、監督１名・選手５名とする。
　（２）高体連登録者数が女子２名以上であること。
Ⅲ．個人試合
　１．各校における各階級の人数制限はなし。
　２．計量に合格した者とする。
　３．男子階級区分
　　　６０kg級  （６０kg以下）
　　　６６kg級  （６０kgを超え６６kg以下）
  　　７３kg級  （６６kgを超え７３kg以下）
　　　８１kg級  （７３kgを超え８１kg以下）
　　　９０kg級  （８１kgを超え９０kg以下）
　　１００kg級  （９０kgを超え１００kg以下）
　　１００kg超級（１００kgを超える）
　４．女子階級区分
　　　４８kg級  （４８kg以下）
　　　５２kg級  （４８kgを超え５２kg以下）
　　　５７kg級  （５２kgを超え５７kg以下）
　　　６３kg級  （５７kgを超え６３kg以下）
　　　７０kg級  （６３kgを超え７０kg以下）
　　　７８kg級  （７０kgを超え７８kg以下）
　　　７８kg超級（７８kgを超える)
Ⅳ．その他
　１．新入生の大会参加について
新入生の大会参加については、事故防止、安全確保について
十分に留意し考慮すること。
　２．脳震盪について
大会前１か月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診
断を受け、出場の許可を得ること。大会中、脳震盪を受傷した者
は、継続して当該大会に出場することは不可とする（尚至急、専
門医「脳神経外科」の精査を受けること）。練習再開に際して
は、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。当該選手の指
導者は、大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告

書を提出すること。
　３．皮膚真菌症について
皮膚真菌症（トリコフィトン・トンズランス感染症）については、発
症の有無を各所属の責任において必ず確認する。感染が疑わ
しい、もしくは感染が判明した選手については、迅速に医療機
関において、的確な治療を行う。もし、選手に皮膚真菌症の感
染が発覚した場合は、原則として大会への出場を禁止する（た
だし、２週間以内の治療証明書がある場合は、出場を認める）。

Ⅰ．競技規則
１．国際柔道連盟試合審判規定および高体
連柔道専門部申し合せ事項による。
２．団体試合の判定基準は「有効」「指導の差
２」以上とする。団体試合において対戦結果
に優劣がない場合には、１名による代表戦を
行う。
　３．個人試合および団体試合代表戦におい
て優劣（スコア「指導」も同等）が決しない場合
は、延長戦をゴールデンスコア方式（時間無
制限）で行う。
４．詳細は、大会当日の審判監督会議にて確
認する。
Ⅱ．団体試合（大会第１日目）
１．男子団体試合Ⅰ部
（１）各チーム５名による点取り試合。
（２）試合ごと５名のオーダーを提出.
２．男子団体試合Ⅱ部
（１）各チーム３名による点取り試合。
（２）試合ごと３名のオーダーを提出
（３）２名でのオーダーは、中堅・大将とする。
３．女子団体試合
（１）各チーム３名による点取り試合。
（２）試合ごと３名のオーダーを提出
（３）２名でのオーダーは、中堅・大将とする。
４．その他
（１）男女とも全日制・定時制を区別してチー
ム編成すること。
（２）男子団体試合において、Ⅰ部に出場した
チームはⅡ部には出場できない。Ⅱ部に出
場したチームはⅠ部には出場できない。
（３）各種別ともトーナメント戦（敗者復活戦あ
り）とするが、出場校が６校未満の場合はリー
グ戦とする。
（４）各校において、団体試合掲示用の学校
名とエントリー選手の名札を作成し、封筒に
入れて大会第１日目に持参すること。サイズ
は、学校名はＢ５縦、名札はＢ５縦１／２とす
る。
Ⅲ．男女個人試合（大会第２日目）
１．トーナメント戦で行う。
２．計量は、大会期間中に行われる３回のい
ずれかで合格すること。なお、計量時の服装
は男子「上半身裸」、下は「短パン」、女子「上
半身Ｔシャツ」、下は「短パン」とする。
Ⅳ．その他
　１．各校監督は、全日本柔道連盟通達
「コーチの振る舞い」を確認し、これに準ずる
こと。

Ⅰ．団体試合
各種別ともオープン参
加
Ⅱ．個人試合
男女とも各階級８位ま
で



剣　道
10月　29日（土）
　　　　30日（日）

松代高校

開会式　9:00

・高体連に登録済みの1・2年生であること。
・各校男女共　団体戦1チーム
　　　　　　　　　　　（選手5名・補欠2名）
・個人戦　8名以内

個人戦はトーナメント。
団体戦はリーグ戦・トーナメン
ト。
垂ネームは必ず付ける。
タスキは各校持参。

団体戦　男女共8チー
ム

個人戦　男女各8名

①認知書
・Ａ欄に団体戦出場者上から先鋒、次
鋒・・・。
・Ｂ欄に個人戦出場者校内順位を記入
（個人戦のみの出場者は団体戦出場者の
続きに氏名・順位を記入してください。）
・C欄に段位を記入。
②専門部様式（個人戦出場者順位表）を
北信高体連ＨＰよりダウンロードし、メール
にて北信高体連事務局申込締切日まで
にメールにて提出する事。
アドレス：hokusin@ngn-hssp.org
ファイル名：剣道個人（学校名　○○高
校）

（学校名）

Ｂ５サイズ　氏名を記入

選手番号を記入 個人（女子は校名のみ赤）団体（女子は校名のみ赤）

学

校

名

先

鋒

次

鋒

オーダー票（個人・団体）を次の要
領で作成し、大会当日、本部に提出
してください。
（Ｂ５サイズ用紙を糊代をつくらず６
枚つなげて作成）

会場　・　時間 参加資格及び参加制限 試合形式と注意事項 県　大　会

中

堅

副

将

大

将

実施しない。

種　　目 期　　日

【　北信高等学校顧問各位　】　　　高等学校体育連盟の諸活動に、頭髪の染色・脱色・パーマ等や、装飾のピアス・ネックレス・指輪等はそぐわないものとして、その
対象生徒の大会出場を制限します。したがって、各学校におかれましては、専門部の協力を得て指導され、地域社会からも十分な評価と応援が得られる大会となり
ますよう、ご協力をお願いします。

申し込み方法等

・認知書
監督は名前の後に，生徒は全員Ａ欄に血
液型を記入のこと。
・北信高体連に登山で既に登録されてい
る学校には、大会の詳細について改めて
文書を送付します。登録されていない学
校で参加を希望する学校は、北信高体連
登山専門委員長
（長野吉田高等学校
　福島伸一　TEL026-241-6161）まで、
　ご連絡ください。

登　山
10月　 7日（金）
　　　　 8日（土）

山ノ内町志賀高原
木戸池
木戸池キャンプ場
岩菅山

・高体連に登録済みの生徒。
・大会参加者の保険加入については、各校で対応
をお願いいたします。

・男女別学校対抗。
・1日目　オリエンテーリング競
技。
　2日目　岩菅山登山大会。
・1日目の競技では各自コンパ
ス・筆記用具赤ボールペンを使
用します。2日目の行動はサブ
ザック行動です。10月中旬の1
泊2日の山行に必要な装備を携
行してください。



【全　体】

a

b

c

d
e

a

b 同様に、参加が認められていた５名のチームが１名欠けて４名になった場合も出場を認める。

②
顧問会において、意図的にこのルールの趣旨に反するような申し込みをしたと判断された場合
は、当該校に対して次の大会からの出場を制限する場合がある。

　　　　（注）合同ペアは人数によって編成できない場合もあり得る。
④ 混成ペアの編成・申し込みは、上記に準ずる。

【注意】
① 各校顧問は、このルールの趣旨を良く理解した上で、教育的な配慮のもと、申し込みをすること。

①
プレーヤーの人数が奇数のため同一校内でペアを組むことができない校内ランキング最下位の
選手は、他校の同様な選手と合同ペアを組むことができる。

②
申し込みは、各校のランキングに従って１番から順にペアを記入し、合同ペアを希望する選手は、
その一番最後に記入し「合同ペア希望」と書き添えること。

③ 合同ペアの編成は専門部が行う。

【個人戦】

４名または５名のチームが多数ある場合、できるだけ６～８名で出場できるように合同を組む。無理
なく合同チームが組めない人数・チーム数の場合は、専門委員の合議により、５名または４名でも
１チームとして出場を認める場合がある。
監督１名を合同チーム間の話し合いで決定し、ベンチ入りを認める。
特例として、3名の学校が３校ある場合には９名で１チームとしての出場を認める。
　（注）合同チームは人数によって編成できない場合もあり得る。

⑤
団体戦に単独チームで出場することのできる学校に所属する選手で、団体のメンバーに入ってい
ない選手は、他の学校の選手と混成チーム・合同チームで出場することはできない。

⑥ 混成チームの編成・申し込みは、上記に準ずる。
⑦ 欠員が生じた場合の救済措置

申し込み時に６名以上であったチームが、大会当日にやむを得ない事情で欠員が生じ、５名また
は４名になった場合は救済措置として出場を認める。

H28年度　北信高等学校新人体育大会参加資格について（ソフトテニス）

８名を超える組合せしかできない場合（合同希望が２校あり、A高校５人，B高校４人などの場合）、
または合同希望が１チームしかない場合には、５名または４名でも１チームとして出場を認める。

　原則として、個人戦・団体戦とも、合同チーム・混成チームの出場を認める。また、団体戦において同
一校の複数チーム出場も認める。ただしこの規定は、出場の機会に恵まれない選手に出場機会をつく
ることを目的としている。よって、この精神に反したチーム編成は認められない。

【団体戦】
① 団体戦は選手６名～８名、監督1名をもって１チームとする。

②

個人戦で6ペア以上出場できる学校は、団体戦においてＡ・Ｂ２チームの出場を認める。また、9ペ
ア以上出場できる学校は、団体戦においてＡ・Ｂ・C　３チームの出場を認める(Dチーム以下同
様)。その際、各校で強い方のチームからＡチームとする。申し込みは認知書Ａ欄（団体戦出場選
手記入欄）に、Ａチームとして出場する選手はＡ、Ｂチームとして出場する選手はＢ(C以下同様)と
それぞれ記入の上行う。尚、地区大会への申し込み後、チーム間での選手の入れ替えはできな
い。また、県大会に出場する場合でも、地区大会へ申し込んだチーム間での選手の入れ替えは
できない。

③
選手が６名に満たず（５名以下）団体チームを編成できない学校は、他の同様な学校と合同チー
ムを作ることができる。申し込みは、選手名を記入し「合同チーム希望」と明記の上行う。

④ 合同チームの編成は専門部が行う。編成上、以下の点に留意する。
選手６～８名になる組合せで責任抽選を行う。


