第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会総則
１

開催趣旨
本大会は、近畿地区住民のスポーツに対する関心を深め、スポーツ活動の促進を図るとともに、体
力向上と競技水準を高め、併せて大会を通じて親善と交友を深め、健康的で文化的な生活の確立に寄
与することを目的とする。

２

主
催
公益財団法人日本スポーツ協会
近畿２府４県体育・スポーツ協会
滋賀県、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、兵庫県教育委員会、
奈良県、和歌山県教育委員会
近畿地区実施競技団体

３

共
催
会場地市町・同教育委員会

４

後
援
スポーツ庁

５

主
管
第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会京都府実行委員会
京都府実施競技団体

６ 実施競技（32 競技）
大 会 別

競技数

実

施

競

技

名

水泳（水球・アーティスティックスイミング）、サッカー、テニス、
ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、
体操（競技・新体操・トランポリン）、バスケットボール、
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31競技

ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、
軟式野球、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、
バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、
スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、
なぎなた、ボウリング、ゴルフ
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１競技

アイスホッケー

７

会期及び会場地
別紙「大会日程・会場一覧」

８

競技方法
競技別実施要項による。

９

参加資格
選手及び監督の参加資格については、第 77 回（特別冬季）国民体育大会実施要項総則５及び競技別
実施要項に示された資格とする。

10

表
彰
第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会会長名で、競技種別又は種目の第１位から第３
位までに表彰状を授与する。
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参加申込み方法
(1) 各府県競技団体は、国体参加申込システム近畿ブロック大会申込ページ（所定の Web ページ）に
アクセスし、必要事項を入力の上、所属府県体育・スポーツ協会を通じて、定められた期限までに
申込手続きを完了すること。期限を厳守すること。
(2) 第 77 回（特別冬季）国民体育大会実施要項と異なる競技固有のエントリーについては、事前に
配付するファイルに、必要事項を入力の上、所定の Web ページにアクセスし、添付書類（ファイ
ル）として所属府県体育・スポーツ協会を通じて、定められた期限までに申込手続きを完了するこ
と。期限を厳守すること。（公印は省略とする。）なお、添付書類（ファイル）については、事前
に各府県体育・スポーツ協会に配付する。
(3) 参加申込手続き時に、第 77 回（特別冬季）国民体育大会実施要項総則５(2)ア(ｳ)に該当する
ふるさと選手が出場する場合は、競技団体毎に所定の Web ページから「ふるさと申込書」に必要
事項を入力の上、定められた期限までに申込手続きを完了すること。
（近畿ブロック大会参加者のみでもよい。）
(4) 第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会京都府実行委員会事務局は、京都府実施競技団体に参
加申込情報を送信する。その際、個人情報については十分留意すること。

(5) 参加申し込み期限
2022 年５月11 日現在
申込締切競技別
本大会第１次申込締切競技

競

技

水泳（水球）

期
日
2022 年７月８日（金）

水泳（アーティスティック） 2022 年６月 17 日（金）
2022 年７月１日（金）
ボート

本大会第２次申込締切競技

体操（競技・新体操）

2022 年６月 10 日（金）

体操（トランポリン）

2022 年６月 24 日（金）

弓道

2022 年７月 22 日（金）

カヌー（SP）

2022 年６月 10 日（金）

カヌー（SL・WW）

2022 年５月 20 日（金）

ボウリング

2022 年７月８日（金）

ゴルフ

2022 年５月 31 日（火）

サッカー

2022 年７月 15 日（金）

テニス

2022 年６月 17 日（金）

ホッケー

2022 年７月 15 日（金）

ボクシング

2022 年７月 15 日（金）

バレーボール

2022 年７月 22 日（金）

バスケットボール

2022 年７月 22 日（金）

ウエイトリフティング

2022 年７月 22 日（金）

ハンドボール

2022 年７月 22 日（金）

ソフトテニス

2022 年７月 22 日（金）

卓球

2022 年７月８日（金）

軟式野球

2022 年７月 15 日（金）
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馬術

2022 年５月 27 日（金）

フェンシング

2022 年７月 22 日（金）

柔道

2022 年７月 15 日（金）

ソフトボール

2022 年７月 29 日（金）

バドミントン

2022 年７月 11 日（月）

ライフル射撃

2022 年７月８日（金）

剣道

2022 年７月 22 日（金）

ラグボーフットボール

2022 年７月 22 日（金）

スポーツクライミング

2022 年６月 24 日（金）

アーチェリー

2022 年７月 15 日（金）

空手道

2022 年６月 17 日（金）

銃剣道

2022 年７月 22 日（金）

なぎなた

2022 年７月 22 日（金）

アイスホッケー

2022 年 10 月 28 日（金）

(6) 参加申込後の選手変更については、競技ごとに別途定める。なお、選手を変更する場合は、所定
の様式、方法により次のア、イ宛に届け出なければならない。
ア 京都府実施競技団体
イ 京都府実行委員会事務局
12

参加料
各府県体育・スポーツ協会は、各府県選手団（本部役員・監督・選手）の参加料１人 500 円を参加
申込書の提出と同時に一括して下記あてに納入すること。
銀 行 名
口座番号
名
義
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京都銀行 府庁前支店
普通預金 ４３０７７３５
第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会
京都府実行委員会 事務局次長 坂東 美紀

関係府県分担金
関係府県分担金 200 万円の納入は、2022 年５月 31 日（火）までに「12」に示した納入先に納付す
ること。

14

宿泊及び弁当申込み
宿泊・弁当斡旋要項に基づき申し込むこと。

15

各府県選手団本部役員編成
役員は、団長、副団長、総監督及び総務とし、15 名以内とする。
なお、前記のほか、５名以内の顧問を設けることができる。
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17

参加上の注意
(1) 各府県の監督・選手は、競技に際し所属府県名を明示すること。
(2) 各府県の監督は、選手の健康状態を十分に把握し、事故のないよう配慮すること。
(3) 「公益財団法人日本スポーツ協会国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止
に関する基本方針」に留意し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めること。
開始式及び表彰式
競技ごとに各会場で行う。

18

プログラム編成及び組合せ
京都府実施競技団体の責任において行う。

19

大会記録
記録本部を設置し、競技ごとに発表する。

20 その他
(1) 参加申込書及び参加料が、定められた期限までに到着しない場合は、理由の如何を問わず本大会
への参加を認めない。
(2) 本大会の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、政府方針をはじ
め、公益財団法人日本スポーツ協会策定の「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染症
拡大防止に関する基本方針」、開催地版ガイドライン、各競技の特性を踏まえた競技別ガイドライ
ン、業種別ガイドライン等を基に、大会運営に必要な対策を十分に講じた上で開催することとする。
なお、感染拡大防止対策として個人の健康管理の記録に際しては、体調管理アプリケーション又は
体調管理チェックシートで取得した個人情報については、大会への出場・参加・来場資格の確認お
よび大会運営業務のために利用し、目的以外に利用しない。

