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ご挨拶

一般社団法人 日本ユニバーサルボッチャ連盟

理事長 古賀 稔啓

コロナ禍で大会が開催できる喜びを感じております。

まだまだコロナで生活に制限を強いられていますが感染予防を徹底 して大会

を開催 したいと思っております。皆様のご協力をお願いいたします。

さて昨年のパラリンピックで杉村選手が個人で金メグル、BC3ペアで銀メダ

ル、チームBc:/2で銅メダルと国内がボッチャで賑わいました。特に金メダル

を獲得した杉村選手は、この大会によく参加をしていました。

このパラリンピックを通してボッチャが国内で知名度を上げました。大変嬉

しいことです。我々の団体にもいるいるなところからボッチャの体験会に協力

依頼が来ました。幼稚園から高齢者まで幅広く対処として開催をしておりま

す。年齢、性別、障害に関係なく誰もが体験することができるスポーツがボッ

チャです。

これからますますボッチャ人気が高くなっていくことと思います。今までス

ポーツをすることができなかつた方など誰かと一緒に参加することで競技に参

加できる方達が増えていくことを願っています。

今大会は、2年ぶりの開催となりました。まだまだコロナ禍で出場ができな

い方たちもいます。1日 も早くコロナが終息して誰もが大会に参加できる日が

来ることを望みます。

今大会を開催する中で多くの後援、御協賛をいただきました関係機関の皆様

に御礼申し上げます。コロナ禍ということで今まで以上に大変だつたことと思

います。

最後にな りましたが積極的にご協力をいただきましたスタッフの皆様にお礼

申し上げます。大会開催で大変なことは、スタッフの確保です。皆様から積極

的なご協力に感謝いたします。

今後ともご協力をお願いいたします。その皆様の協力に答えられるように活

動をしてまいります。
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第 9回 日本ユニバーサルボ ッチャ選手権大会実施要項
(今大会は、コロナウイルス感染予防を強化して実施します。そのため団体戦のみの実施です。)

1 目 的

誰もが参加できるボッチャ競技を通して競技の競技力向上と競技スポーツヘの志向意欲をより高める
とともに、広く社会参加の促進に資することを目的とする。またスポーツを通 して心身の健全な発達、
生きがいのある豊かな生活の実現等を目指すことを目的とする。コロナウイルス感染に留意 し、参加者
がベス トなパーフォーマンスを発揮できるようみんなで頑張りましょう !

2 名 称

第 9回 日本ユニバーサルボッチャ選手権大会

3 主 催
一般社団法人 日本ユニバーサルボッチャ連盟

4 共 催

川崎市

5 後 援

川崎ボッチヤクラブ、川崎市障害者スポーツ指導者協議会、社会福祉法人木下財団
公益財団法人ライオンズ日本財団、

6 協 賛

ナガセケンコー 株式会社

7会 場
カルツツかわさき (川 崎市スポーツ・文化総合センター)

〒210-0011川 崎市川崎区富士見 1-1-4
CulttZ.City.kaWasaki.」 p

8 日時及び日程

観体

●ペアの部

●チーム車椅子の部

●チーム立位の部

●レクの部

3月 21日 (月 ・祝 )

団体

●一般の部

●小学生の部

9:15～  9:45

10:00～  19:00

19:00～

9:30～  9:45

10100～  13100

13:00～ 16:00

16130～17100

受付

団体戦  予選 リーグ、決勝 トーナメン ト形式
*参加チームによリクラス統合があります。
クリニック、生活相談

表彰

受付

団体戦 ;予選 リーグ、決勝 トーナメン ト形式

*参加チームによリクラス統合があります。

決勝

表彰、閉会式  (各クラス終了次第実施)

9 競技種目



団体の部

3月 20日 (日 曜日)

●ペアの部      1ペ ア 2人 (1名は、BC3ク ラスに準ずるもの。
1名 は、車椅子使用者でランプを使用 しなくてもよい)

●テーム車椅子の部  チーム 3人 (3名 とも障害者手帳所有者で車椅子又は、椅子に座って投球
するもの)

●チーム立位の部  1チ ーム 3人 (1人は、障害者手帳を所有する者又は、65歳以上、小学生
2年以下の者 )

●レクの部     1チ ーム 3人 (1名 以上が障害者または、小学 2年生以下であること)

*レクボッチャルールを適用
3月 21日 (月 曜日・祝)

●一般の部

●小学生の部

1チーム 3名 (どなたでも)

1チーム 3名 (全員小学生)

10

11 参加資格

1)年齢制限は、設けない。
2)競技として参加できるもの

12 参加費 (傷害保険料を含む)

1種目  1人   1,000円
*連盟登録費は徴収 しません。御心のある方からの協賛金は、いつでも募集中です。

13 表 彰

各クラス 1位から 3位までについて行う。 (補欠者のメダルは、ありません )

14 健康診断

当日の健康診断は、特に実施 しない。多少でも健康に問題がある場合は、大会本部まで申
し出ること。当圏37、 5震以上議のある方の参繁 iま、ご遠鷹 ください。
また家族や1難:場 :こ 1運聞的 |こ 扇鑽ナ感染者がしヽた場合まま、参薦騰をすることができません。

競技方法および競技規則
1)本大会は、 (―社)日本ユニバーサルボッチャ連盟競技規則を適用する。

レクの部は、レクボッチャルールを適用する。 (―社)日本ユニバーサルボッチャ連盟発行
2)大会使用球は、ボッチャ競技に準ずるものであれば使用できる。

主催者側で用意 したボールを使用しても構わない。
3)ウオームアップボールは、ジャックボールを含めて 2分以内でフ球まで投球練習ができる。
4)チームごとに赤又は、青のスローイングボックスに入つて投球する。投球時にラインを踏んでは

ならない。

5)自 チームの指示板が出ている時は、チーム内でコミュニケーションをとり、コー ト内を見に行つ
ても構わない。しかし時間の関係上 コー ト内を見に行 く場合は、 1エ ン ド2回までとする。
投球時に自チームの投球ボックス内は、自由に動いてよい。しかし相手チームの指示板が出てい
る時に大きく動いてはいけない。

6)1マ ッチ 3エ ンドで行う。チーム戦は、試合前にジャックボールを投げる選手を審判に申告する
こと。 3エン ドは、タイブレイク方式を採用する。

7)ジャックボールは、自分の持ち時間に含まれる。
8)ペナルティーボールは、 1球を 1分以内で投げること。
9)試合開始時間 20分前までにコールルームに来ること。遅れた場合は、相手チームが不戦勝とな

る。

10)その他大会申し合わせ事項による。
11)申 し込み確認をする時に健康チエック表を送 ります。1つでも該当する場合は、参加できませ

ん。当日受付に提出していただきます。 (ご協力をお願いします。)

15 申込み方法
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コロナ対策実施方法

(第 9回 日本ユニバーサルボッチャ選手権大会)

*参加者(選手、スタッフ)全員の健康観察(体温等)

*マスク着用(顎または鼻マスク禁止)

*使用用具の消毒(ボールなど用具)自分のものの場合は、消毒を依頼する。
*応援は、2F応援席からすること、大きな声を出さずに拍手して応援すること

★ 受付(代表者のみ その他は、2F観客席へ)

時間 9:30から

場所 受付は、代表者1人で実施して密にならないように注意する

メインアリーナ入リロ

参加費は、釣り銭のないようにチームごとに封筒に入れ表にチーム名、合

計金額を記載すること。

★選手及び介助者控え場所

2F応援席(間隔をあける)

★開会式

実施しません。

9:45から競技方法についての連絡放送を行います。

★競技者招集場所

lFメインアリーナが入つてすぐの(出場選手とB C3介助者のみ)受付ヘ

スタッフの指示に従い待機場所ヘ

待機場所へ行つたら手指消毒を実施すること

lFには競技関係者しか入れません。

★スタッフの指示に従い競技開始

★競技

1試合4エンド行う

スローイングボックスヘは、投球する選手のみが入ること

投球しない選手は、ス回―イングボックス後方で待機

タイブレイクの場合は、先行を決めてジャックをクロスに置き、もう1エンド実

施 ただしタイブレイクの得点は、加算されない(勝ち負けを決めるのみ)

競技が終了したらスコアシートの得点を確認する。(サインはしない)
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申込み書により次のとおり、申し込むこと。
1)締 め切 り期 日 :令和 4年 3月 4日 (金)メ ールにて申 し込み書 式は問 いま

せん。必要事項をメールでお送 りください。写真 不可。
2)申 し込み、問合せ先

第 9回 日本ユニバーサルボッチャ選手権大会実行委員会事務局 担当 渡辺 美佐子
e¶all: infoOboccia.gr.jp

3)参加費は、大会当日団体ごとに徴収します。
(3月 11日 (金 )ま でに確認のメールが届かない場合は、事務局に問い合わせをすること)

16 その他

1)主催者において傷害保険に一括加入するが、応急の処置しかできないので、参加に当たって
は、医師の診断を受けるなど、自己の責任において健康と安全については充分留意すること。

2)ゼ ッケンは、大会当日受け付けにて配布する。
3)参加申込後、各チームにメールで確認の連絡をする。
4)受付け時間に遅れないよう集合すること。
5)参加者が多数の場合は調整する。
6)大会会場に専門家のア ドバイスを受けて健康に過ごすことを目的に健康相談コーナーを設けま

す。日頃から不安のある方は、是非受けて健康維持の参考にしてください。
7)ク リニック、および健康相談 (3月 20日 (日 ) 11130～ 17:00)

(3月 21日 (月 ) 11100～ 15:00)
クリニック ロ・・投球方法、練習方法などの相談を受けます。クラス分け相談
生活相談・ 口・・専門職による生活相談

8)コ ロナ感染予防のため、応援者の入場は、お断 りいたします。 (ご協力をお願いします)
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競技終了したらコ…卜に設置している消毒液で手指消毒をすること

退場は、入口と反対出口から退場する。

★コール時間

競技開始時間15分前までにすること

★競技終了後の選手サインは実施しません。審判がスコアシートを選手に見せて確

認をします。

★成績掲示

lF、 2F入リロのホワイトボードに掲載する

★食事は原則禁止、軽食を2F観客席でとること。

ゴミは持ち帰り。

★表彰式

全競技終了後に上位3位までにトロフィーを授与します。

開会式は実施しませんので競技が全て終わったチームからお帰りいただいて

構いません。(決勝トーナメント出場者は、見間違えないように注意 !1)
★最終成績その他連絡事項は、後日HPに掲載します。

★消毒液は、大久保化学工業様より提供いただいて会場各所に置いています。

ボールや用具の消毒も可能です。(詳しくは、受付までお越しください)

★今大会は、コロナの関係でスタッフも最少人数で開催します。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

第9回 日本ユニバーサルボッチャ選手権大会実行委員会


