
 

    

紀の国わかやま大会リハーサル大会実施要綱 

 

１ 目的 

紀の国わかやま大会リハーサル大会は、第１５回全国障害者スポーツ大会「紀の

国わかやま大会」（平成２７年１０月２４日～２６日）の開催に備えて、競技運営、

審判技術等の向上を図るとともに、大会に対する県民の理解と関心を高めるため実

施する。 

 

２ 主催 

和歌山県、和歌山市、海南市、田辺市、紀の川市、岩出市、日高川町、上富田町、

社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟、和歌山県視覚障害者福祉協会、一般社団法

人和歌山県聴覚障害者協会、和歌山県肢体障害者協会、社会福祉法人和歌山県社会

福祉協議会、和歌山県障害児者父母の会連合会、和歌山県知的障害者福祉協会、和

歌山県障害児者施設家族会連合会、和歌山県精神保健福祉協会、和歌山県精神保健

福祉家族会連合会、和歌山県障害者スポーツ協会、公益社団法人和歌山県体育協会 

 

３ 競技運営主管団体 

一般財団法人和歌山陸上競技協会、和歌山県水泳連盟、和歌山県アーチェリー協

会、和歌山県卓球協会、和歌山県障害者フライングディスク協会、和歌山県ボウリ

ング連盟、和歌山県バスケットボール協会 和歌山県ソフトボール協会、和歌山県

バレーボール協会、一般社団法人和歌山県サッカー協会 

 

４ 特別協賛 

  大同生命保険株式会社 

  

５ 協賛                 

（１） オフィシャルスポンサー  

エバグリーン廣甚株式会社、株式会社オークワ、株式会社紀陽銀行、 

株式会社島精機製作所、中野ＢＣ株式会社、きのくに信用金庫、 

株式会社湊組、株式会社松源、ＪＡグループ和歌山、新日鐵住金株式会社、

南海電気鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社はまだ、 

ノーリツ鋼機株式会社、株式会社淺川組、花王株式会社、淺井建設株式会社、 

東燃ゼネラル石油株式会社、株式会社大黒、 

一般財団法人和歌山環境保全公社、三菱電機株式会社 

                         （平成２７年４月３０日現在） 

（２） オフィシャルサプライヤー 

株式会社南北、株式会社西本、有限会社イトダネーム、株式会社イシワタ、 

株式会社スーパーホンダ和歌山、株式会社スズキモーター和歌山、 

和歌山日産自動車株式会社、株式会社和歌山マツダ、 

日産プリンス和歌山販売株式会社、和歌山ダイハツ販売株式会社、 



 

和歌山トヨタ自動車株式会社、和歌山トヨペット株式会社、 

トヨタカローラ和歌山株式会社、ネッツトヨタ和歌山株式会社、 

株式会社ホンダ四輪販売南近畿、農林中央金庫、 

株式会社ウエストホールディングス、株式会社松原造園土木、 

和歌山ヤクルト販売株式会社、公益社団法人和歌山県トラック協会、 

株式会社小池組、株式会社熊野新聞社、株式会社コムテック、 

和歌山県スポーツ用品小売協同組合、デュプロ精工株式会社、紀州新聞社、 

東和冷機株式会社、株式会社山本進重郎商店、 

公益社団法人和歌山県バス協会、和歌山県遊技業協同組合、 

社会福祉法人和遊協社会福祉事業協力会、美津濃株式会社、 

オーヤシマ株式会社、株式会社紀南新聞社、丸長水産株式会社、 

株式会社プラス、木本産業株式会社、株式会社酒直、紀陽除虫菊株式会社、

和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社、和歌山日野自動車株式会社、 

川口水産株式会社、丸良木材産業株式会社、株式会社タカショー、 

とれとれ市場南紀白浜株式会社、おやつラボ紀の国株式会社、 

紀の国住宅株式会社、リコージャパン株式会社、紀の国はまゆう、 

近畿電設工業株式会社、弘安建設株式会社、株式会社夏山組、 

株式会社ユニフルーティージャパン、菱岡工業株式会社、株式会社オオミヤ、 

ニッポンレンタカー関西株式会社、一般財団法人和歌山環境保全公社、 

株式会社オカザキ紀芳庵、サカイキャニング株式会社、株式会社オークワ、 

株式会社ウイルバーン商事、株式会社エスアールアイ、 

全国マツダ労働組合連合会、株式会社井内屋種苗園、 

ＡＬＳＯＫありがとう運動、株式会社モデナ、トータルネット株式会社、 

株式会社城山、アイコム株式会社  

                         （平成２７年４月３０日現在） 

（３） 大会協力企業 

株式会社和歌山印刷所、野村證券株式会社、有限会社南国、 

株式会社和歌山新報社、一般社団法人生命保険協会和歌山県協会、 

住友生命保険相互会社、株式会社ルイ高、ニュース和歌山株式会社、 

株式会社日本政策金融公庫、有田交通株式会社、 

フジグループ 株式会社フジ田産業、中和印刷紙器株式会社、 

株式会社佐倉幸保商店、レンタルハウス株式会社、和歌山測量株式会社、 

株式会社西峰工務店、株式会社かわしま、株式会社宮井新聞舗、 

株式会社藤本水道、一般社団法人和歌山県産業廃棄物協会、徳美堂印舗、 

株式会社エース産業、みずほ証券株式会社、和歌山東南ロータリークラブ、 

株式会社重岡、小川工業株式会社、日中金属貿易株式会社、 

Rotary E-Club Sunrise of Japan、株式会社ジェイク、 

和歌山県菓子工業組合、公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会、 

トランスコスモス株式会社、南海果工株式会社、株式会社福菱、 

熊野小型運送株式会社 

                         （平成２７年４月３０日現在） 

 



 

６ 協力企業・団体    

協同組合近畿整骨師会、一般社団法人和歌山県作業療法士会、 

公益社団法人和歌山県柔道整復師会、一般社団法人和歌山県鍼灸師会、 

一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会、 

社団法人全和歌山県鍼灸マッサージ師会、 

公益社団法人和歌山県理学療法士協会、 

株式会社オーエックスエンジニアリング、日進医療器株式会社、 

一般社団法人日本義肢協会、株式会社佐々木製作所、川村義肢株式会社、 

関西義肢製作所、株式会社近畿義肢製作所、有限会社ピー・オー・テック 

                       （平成２７年４月３０日現在） 

 

７ 大会期日 

  平成２７年６月７日（日） 

 

 

 

 

 

 

 



 

８ 実施競技及び大会名 

（注） 身＝身体障害者が出場できる競技 

知＝知的障害者が出場できる競技 

精＝精神障害者が出場できる競技 

実   施   競   技 大     会     名 

個 

 

人 

 

競 

 

技 

陸上競技（身・知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会  

兼 第１５回和歌山県障害者スポーツ大会 

水泳（身・知） 

卓球[サウンドテーブル

テニス（身）を含む] 

フライングディスク

（身・知） 

ボウリング（知） 

アーチェリー（身） 

 

 

 

団  

 

 

 

体 

 

 

 

競 

 

 

 

技 

バスケットボール（知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技 

バスケットボール競技近畿地区予選会 

車椅子バスケットボール

（身） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会車椅子バスケットボ

ール競技近畿ブロック予選大会 

ソフトボール（知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技 

ソフトボール競技近畿地区予選会 

グランドソフトボール

（身） 

第５３回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会 

兼 第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 

兼 第１５回全国障害者スポーツ大会グランドソフト

ボール競技近畿地区予選会 

バレーボール（身） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会聴覚障害者バレーボ

ール競技近畿地区予選会 

バレーボール（知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技 

バレーボール競技近畿地区交流会 

バレーボール（精） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会精神障害者団体競技 

バレーボール競技近畿地区予選会 

サッカー（知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技 

サッカー競技近畿地区予選会 

フットベースボール（知） 

第１５回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼 

第１５回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技 

フットベースボール競技近畿地区予選会 



 

９ 実施競技、開催期日及び会場 

実 施 競 技  開 催 期 日 会   場   名 

個

人

競

技 

陸上競技（身・知） 

６月７日（日） 

紀三井寺公園陸上競技場 

水泳（身・知） 秋葉山公園県民水泳場 

アーチェリー（身） 南山スポーツ公園陸上競技場 

卓球（身・知） 

[サウンドテーブルテニ

ス（身）を含む] 

和歌山ビッグホエール 

県民交流プラザ 

和歌山ビッグ愛 

フライングディスク 

（身・知） 

上富田スポーツセンター 

多目的グラウンド 

ボウリング（知） 紀の川ボウル 

団 

 

体 

 

競 

 

技 

バスケットボール(知) 

６月７日（日） 

田辺スポーツパーク体育館 

車椅子バスケットボール

（身） 

武道・体育センター 

和歌山ビッグウエーブ 

ソフトボール（知） 紀の川市粉河運動場 

グランドソフトボール

（身） 
紀の川市打田若もの広場 

（身） 

バレーボール （知） 

（精） 

岩出市立市民総合体育館 

海南市総合体育館 

田辺市体育センター 

サッカー（知） 桃源郷運動公園陸上競技場 

フットベースボール（知） 紀の川市粉河運動場 

                   

10 出場資格 

出場選手は、次の全ての条件を満たす者とする。 

（１）平成２７年４月１日現在、１３歳以上の身体障害者及び知的障害者並びに精神

障害者（平成１４年４月１日以前に生まれた者）。 

（２）身体障害者は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規

定により、身体障害者手帳の交付を受けた者。 

   知的障害者は、厚生事務次官通知（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号）による療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害

のある者。 

   精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。あるい

は、その取得の対象に準ずる障害のある者。 

（３）個人競技については、原則として和歌山県内に現住所を有する者または和歌山

県内に所在する施設や学校等に入所及び通所並びに通学している者。 

（４）団体競技については、原則として全国障害者スポーツ大会開催基準要綱細則１

（２）に規定する近畿ブロックの府県・指定都市の代表チーム。 

 

 

 



 

11 競技規則 

適用する競技規則は、平成２７年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則

（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会制定。以下「大会競技規則」という。）

及び別に定める競技別実施要領によるものとする。 

 

12 競技・種目及び障害・年齢区分 

（１）競技・種目及び障害区分は、大会競技規則第２条２＜別表１＞「全国障害者ス

ポーツ大会競技・種目」のとおりとする。ただし、第１５回和歌山県障害者ス

ポーツ大会の競技・種目及び障害区分は別に定めるものとする。 

（２）大会競技規則第２条３に定める年齢区分の基準日は、平成２７年４月１日とす

る。 

 

13 出場制限 

（１）個人競技 

ア 個人競技に出場する選手は、原則として、同一競技内で２種目まで（リレー

種目に出場する選手は３種目まで）出場できる。ただし、アーチェリーについ

ては、リカーブ部門またはコンパウンド部門のいずれかの１種目に出場できる。

フライングディスクについては、アキュラシー１種目とディスタンスの計２種

目に出場できる。 

イ 個人競技に出場する選手は、原則として同一競技内で３種目まで申込むこと

が出来るが、主催者において出場する２種目を決定する。ただし、アーチェリ

ーについては、リカーブ部門またはコンパウンド部門のいずれかの１種目の申

込みとする。フライングディスクについては、アキュラシー１種目とディスタ

ンスの計２種目の申込みとする。 

ウ リレー種目におけるチーム編成では年齢区分を設けない。 

（２）団体競技 

   団体競技に出場する選手は、他の団体競技及び個人競技には出場できない。 

 

14 監督会議 

開催する場合、時間及び会場は別に定める。 

 

15 健康・安全管理 

参加選手の健康・安全面については、各選手団において十分配慮するものとし、

主催者においては、応急の処置のみを行う。 

 

16 選手団及び参加費用 

（１）選手団は、主催者に対し、別に定める手続きにより選手団及び出場選手の競技・

種目の申込みを行う｡ 

（２）大会参加料は無料とする。ただし、近畿ブロック予選会等において別途参加料

を徴収する場合は、この限りではない。 

なお、選手の参加に要する費用は、参加者において負担するものとする。 

 



 

17 その他 

（１）この要綱に定めるもののほか、大会の実施に関して必要な事項は別に定める。 

（２）この大会における個人競技の記録は、第１５回全国障害者スポーツ大会「紀の

国わかやま大会」に出場する和歌山県の選手を選考する際の参考資料とする｡ 


