
 

第５回市民体育大会あり方検討委員会 協議概要 

 

日  時：令和３年１月 21 日（木） 19 時 00 分～20 時 00 分 

場  所：三原リージョンプラザ南館 第二研修室 

出 席 者：地区９名（須波，本郷東，糸崎・木原，鷺浦，大和），スポーツ推進委員４名 

事 務 局：スポーツ振興課長，スポーツ振興係長，担当者 

 

スポーツ振興課長の挨拶の後，協議へ入った。 

 

協議概要 

１ 種目の見直しについて 

・別紙「市民体育大会プログラム改訂案 第５回委員会協議内容」のとおり。 

 

２ ふるさと選手制度について 

主な意見 

  ・「ふるさと選手制度」として大々的に始めるよりも，出場できない種目がある場合の例

外的な措置として導入した方が良いのではないか。 

  ・対象は，市外在住に限らず，その地区にゆかりのある人で良い。 

  ・この制度を利用する場合は，事前に事務局へ相談するという形でどうか。 

 

３ 最終報告（案）について 

  ・今回協議を踏まえて内容を修正し，２月の地区代表者会議で説明する。 

 

 

以上，20 時 00 分終了 



市民体育大会プログラム改訂案　　※＿線…前回協議からの変更箇所

№ 種目 男女別 年齢 人数
開始予定
時刻

№ 種目 男女別 年齢 人数 備考

新規
幼児かけっこ

（オープン競技）
男女 小学生未満 10人以内 ・お菓子を配る。（1人100円程度）

小学生 各2人

中学生 各2人

男女
小学生

（学年問わず）
2人

女 20歳以上 2人

3 中学生混合リレー 男女 中学生 各3人 10:20 №1と統合

4 ラグビーボール蹴り競争 男 50歳以上 5人 10:35 3 ラグビーボールパス競争 男 40歳以上 8人

・トラックを2人1組でパスしながら走る。
・距離は1組25m。
・パスする間隔は自由だが，走る間に必
ず1人1回はパスする。

・パス競争はルール設定が難しいため，
従来のボール蹴り競争の方が良い。
・年齢は40歳以上とし，人数は4人に減ら
した方が良い。
※競技の進行が観客から分かりやすい
ように，フィールド種目は選手を自分の
地区のテント前に配置する。
※各地区のテントを，昨年度のABC1位
→ABC2位…の順番で配置する。

5
ゲートボール，

グラウンド・ゴルフ競争
男女 60歳以上 各4人 10:45 4

ゲートボール，
グラウンド・ゴルフ競争

男女 60歳以上 各3人
・的までの距離を短縮。
（距離は別途検討）

20歳以上 2人 20歳以上

30歳以上 2人 40歳以上

7 小学生ボール蹴り競争 男女 小学生 各3人 11:20 №2と統合

40歳以上 2人

50歳以上 2人

☆
フライング・ディスク
（オープン競技）

なし なし 2人 11:45 ☆ （種目は別途検討） ・昼時間を避けての実施を検討する。

現行 改訂案

1

2

5

1 小学生混合リレー 男女 小学生 各3人 9:50 小中学生混合リレー 男女

2 4人

昼食休憩

・小学生もジグザグとする。
・コーナーポストの間隔は10mとする。
（現行5m）

男 ・走る年齢は自由

8

6 400ｍリレー 男 11:10

男 11:35 №6と統合

ジグザグボール蹴り競争 女 40歳以上 10:05 ジグザグボール蹴り競争

→

400ｍリレー

400ｍリレー 各2人

昼食休憩

意見

1



№ 種目 男女別 年齢 人数
開始予定
時刻

№ 種目 男女別 年齢 人数 備考

現行 改訂案

意見

9 玉入れ競争 男女 年齢制限なし 各10人 13:00 6 玉入れ競争 男女 年齢制限なし 各10人
・1本の竿に2個のカゴを付け，カゴは高
さに差を付ける。（低い方は1m下）
・高いカゴは2点，低いカゴは1点とする。

・カゴを2つ付けるのは，偶然性があって
おもしろい。
・カゴは，上下で向きを互い違いにした
方が，入りやすくて良い。
・カゴは，竹籠よりもポリバケツの方が，
採点まで中が見えなくておもしろいし，値
段も安い。
・競技は男女混合とし，人数は男女各5
人，竿持ち2人（性別不問）が良い。

男 30歳以上 9人

女 20歳以上 9人

11 ボウリング競争 女 30歳以上 8人 13:45 8 ボウリング競争 女 20歳以上 8人
・ボウリングの的までの距離を短縮。
（距離は別途検討）

男 60歳以上 3人 男 60歳以上 3人

女 50歳以上 3人 女 50歳以上 3人

男女 小学生 各2人 男女 小学生 各2人

男女
中学生
（学年順）

各3人 男女
中学生

（学年問わず）
各2人

男女 20歳未満 2人

男女 20～30歳未満 2人

男 30～40歳未満 1人

女 30歳以上 1人

男 40歳～50歳未満 1人

女 40歳以上 1人

男 50歳～60歳未満 1人

男 60歳以上 1人

20人 18人

117人 98人 幼児かけっこを含む

男女

男女 20歳以上 各8人7

9

10

男 50歳以上 2人

13 総合リレー 14:25 総合リレー

各2人

12

10 13:30

14:10

参加人数合計参加人数合計

・二人三脚を1組減らし，スタートはゴール
と反対側にする。

・トラックでリレー形式により実施。
・距離は1人50mとし，スタートはゴールと
反対側にする。

二人三脚むかで競争

ボール運び競争

二人三脚むかで競争

計 計

→
ボール運び競争

男女 16～30歳未満 各2人

30～50歳未満

2


