
 
 

平成２８年度 

 

 

中信高等学校定時制通信制総合体育大会 
 
 
 
 
 
 
 

高 校 総 体 
 

前進しよう・向上しよう・飛躍しよう  
 
   

主  催  中信高等学校体育連盟 

期  日  平成２８年５月２１日（土） 

        開 会 式   ９時３０分 

        競技開始   １０時 

会  場  松本筑摩高等学校体育館 
 
 
 

 



大会長 篠 原 康 広

参   与 太 田 道 章 　　加盟高等学校長

　　加盟高等学校教頭

大会委員長 島 﨑 貴 史

大会副委員長 北 澤 大 輔

委   員 大谷　雅亮 志尾本　拓人 伊藤　純

　

西村　繁路 柳澤　暁 大和　政治

三澤　浩典 井口直仁 （順不同）

審判員 藤森久美子 奥原　圭永 二木　保光

神田　一孝

＜開会式次第＞

1 開会の言葉

2 会場長挨拶 松本筑摩高等学校長　　太田　道章

3 競技上・運営上の諸注意 　　中信高体連定通専門委員長　　北澤大輔

4 閉会の言葉

※ 閉会式は各種目終了後、各会場で行います。

　　　平成28年度　中信高等学校定時制通信制総合体育大会役員



平成28年度　中信高等学校定時制通信制総合体育大会競技役員編成表

大会長　　 篠原　康広

参与 太田　道章 加盟高等学校長・加盟高等学校教頭

大会委員長 島﨑　貴史

大会副委員長 北澤　大輔

委員 中信高体連　理事・幹事・定通専門委員・各競技専門委員長

＜競技役員・委員・補助員編成表＞ 会場長　　太田　道章

バドミントン 卓　　　　球

会　場 西体育館 西体育館ギャラリー

副会場長・表彰 清水和久（筑摩） 藤澤　由夏（木曽青峰）

会場主任 柳澤暁（筑摩） 井口直仁（筑摩）

運営主任 大和政治（池工） 三澤浩典（木曽青峰）

競技・審判長 奥原圭永（筑摩） 神田一孝（木曽青峰）

審判員 藤森久美子（筑摩） 二木保光（筑摩）

奥原圭永（筑摩） 神田一孝（木曽青峰）

補助員

救護

総務 北澤大輔（筑摩）

会計 藤森久美子（筑摩）

記録 菅原太地（筑摩）

賞状 藤松理恵（筑摩）

案内・警備 筑摩職員  

長瀬　裕子（筑摩）



平成２８年度 中信高等学校定時制通信制総合体育大会実施要項 
 
１ 日 時  平成２８年５月２１日（土）９：３０ 開会式 
２ 会 場  松本筑摩高等学校 
３ 種 目  卓球、バドミントン 
４ 参加制限  
       １）全日の総合体育大会出場者は除く。 
       ２）同一生徒の出場回数は４回までとする。 
       ３）出場選手の年齢制限はない。 
       ４）１人１種目。団体種目は１校１チームもしくは課程別１チームとする。ただし、多部制の

場合は同じ課程であっても部ごとのチームでの参加を認める。 
５ 競技方法 全てトーナメント方式で行う。（参加出場者数・チーム数によってはリーグ戦） 
６ 表 彰  男女別､種目別、団体種目は２位、個人種目は３位まで表彰する。３位決定戦は行わない。 
７ 申し込み 平成２８年５月６日（金）必着。中信高体連事務局宛 
８ 組合せ  平成２８年５月１２日（木）１３：３０～蟻ヶ崎高校 
 
９ 種目別競技方法 

＜卓球＞ 
  団体：４Ｓ．１Ｄ（Ｓ・Ｓ・Ｄ・Ｓ・Ｓ）３ゲーム先取とする。 

 ただし、１・２番でＤを組まないオーダーはＡＢ・ＰＱ方式とする。互いに異なる方式をとる。
１チームは３～６名とする。 

  個人：シングルのみとし、各校男女１０名以内を目安とする。 
試合：個人戦・団体戦ともトーナメント戦とする。 

        試合球は白球で公認球とする。 
         ユニホームは卓球競技規則に準じ、ゼッケン（A４程度の白布に校名・氏名）をつける。 
     個人戦、団体戦とも１１点，３ゲーム先取とする。 
＜バドミントン＞ 
  団体：Ｄ・Ｓ・Ｓ ２ゲーム先取とする。単複の重複は可。 
  個人：シングルのみとし、各校男女１０名以内を目安とする。 
  試合：個人戦・団体戦ともトーナメント戦とする。１５点３セットマッチ。ただし、個人準決勝・決勝

は２１点３セットマッチとする。 
試合球は検定合格球とする。ゼッケン（A４程度の白布に校名・氏名）をつける。 

 
１０ 県大会出場 

団体男女各１チーム、個人男女各上位４名とする。 
 
１１ 留意事項 

1) 競技者の服装は、各競技規則に定められたものとする。 
2) 参加校は種目毎に職員を配置して生徒の指導にあたる。 
3) 申し込み後の取り消し､棄権はしない。 
4) 上下履きの区別をし、会場校に迷惑のかからぬように注意する。 
5) 体育館での飲食は厳禁。ゴミは各自持ち帰ること。 
6) 各競技の閉会式について当該競技者は全員参加する。 
7) けが等の応急処置はするが､その後の処置は各校でお願いします。 



瀧野 髙田 小貫 猿田 近藤 順　位

松村 奥原 田野尻 織田 順　位

卓球（男子団体）

卓球（男子個人）

松本筑摩・午前午後

松本筑摩・午前午後 出場校なし

バスケットボール男子

Aブロック

髙田　翔平（筑摩）

出場校なし

小貫　憲介（筑摩）

猿田　直人（筑摩）

近藤　一樹（木曽青峰）

瀧野　柊人（筑摩）

Bブロック

松村　貴也（筑摩）

松本筑摩・午前午後 出場校なし

奥原　和真（筑摩）

田野尻　龍（筑摩）

織田　雅也（木曽青峰）

Aブロック　１位

Aブロック　２位

Bブロック　１位

Bブロック　２位

サッカー男子



　　 日時：平成２８年　５月２１日（土）
場所：松本筑摩高校　西体育館　西体育館ギャラリー

甕 中村 赤堀 袖山 順　位

小林 佐藤 齋藤 小野 上條 順　位

出場校なし

バドミントン（男子個人）

Aブロック

小林　亜衣（筑摩）

齋藤　晴奈（筑摩）

小野　ひかる（筑摩）

甕　幸則（筑摩）

袖山　優輝（筑摩）

佐藤　クリスタル（池工）

バドミントン（男子団体）

松本筑摩・午前午後

平成２８年度　中信高等学校定時制通信制総合体育大会

上條　楓果（筑摩）

バドミントン（女子団体）

松本筑摩・午前午後 出場校なし

バドミントン（女子個人）

中村　秀平（筑摩）

赤堀　友軌（木曽青峰）



県大会参加申込みについて 

 

 

1. 中信高校定通体育大会で県大会への出場権を得た学校は閉会式終了後、県大会への

参加申し込みをしてください。 

認知書（中信大会を実施していない種目のみ）、参加料納付書（専門部で用意）に

1人 1000円を添えて申し込んでください。 

 

○県大会開催種目 

バレーボール・バスケットボール・バドミントン・卓球 

ソフトテニス・剣道・柔道・サッカー 

 

2. 受付は中信大会当日、松本筑摩高校西体育館体育研究室で行います。 

 

3. 各校はあらかじめ「認知書」、「参加料」をご用意ください。（参加料納付書は専門

部で用意してあります） 

  ※中信大会実施種目は、新たに認知書を作成する必要はありません。ただし、以下

の種目は県大会出場に、各種目の協会登録が必要となります。登録を済ませ、協

会登録番号を認知書に記入し、後日提出してください。 

   【協会登録の必要な種目】 ： バレーボール 

                  バスケットボール 

                  バドミントン 

                  柔道                      

                  サッカー 

 

4. 剣道・柔道に参加希望がある場合は中信大会当日までに定通専門部へ申し込んでく

ださい。 

 

5. 平成２８年度の県大会は６月１１日（土）南信地区（諏訪実業高校 他）で行われ

ます。 

 

 

 

平成２８年５月１２日 

中信高体連定通専門部 
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