
えっ？　女子高生が熱中!？
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GATEBALL NOW

　2012年4月から、日本ゲートボール連合（JGU）は公益
財団法人に移行し、公益財団法人日本ゲートボール連合と
して生まれ変わりました。
　これにより、今後は、より公益性を高めた事業を展開し、
皆様からの寄付金なども活用しながら、ゲートボールがよ
り広く社会に貢献できるように、積極的な活動を続けてま
いります。
　JGUでは、この機会に、ゲートボール界がいまどんな状
況であるか、JGUがどんなスポーツ団体であるか、また
2012年度はどんな活動をするのかを、ゲートボール愛好者
の皆様にあらためてご理解いただきたく、その内容をまと
めて情報誌『ゲートボールNavi（なび）』を特別に発刊し、
スポーツ事故の防止事業の1つとして実施している見舞金
事業にご賛同いただいている全国約13万人の皆様のお手元
に直接お届けいたしました。
　日本発祥のゲートボールは、いまや世界五大陸に広まり、

国内ではジュニアからシニアまで全世代に愛好されている
一方、昨今の少子化やスポーツの多様化により、多くのス
ポーツ競技と同様に、競技人口の減少傾向に直面している
ことも事実です。愛好者の皆様には、ゲートボールの現状
についてご理解いただき、本誌11ページに紹介しているよ
うに女性の力なども大いに活用しながら、人と人とのつな
がり“絆”を大切にして、次世代にゲートボールを伝えて
いくお手伝いをしていただければと思います。

公益財団法人として再スタートするJGUにご期待ください!!

公益財団法人
日本ゲートボール連合
会長  小野清子

108歳の現役プレーヤー!?えっ？
ゲートボールが全世代型スポーツであることを立派に証明！
佐々木ヨシさん（埼玉）

『ゲートボールNavi』発刊について

意外と知られていないゲートボールの「いま」！

元気の源は
仲間と笑うこと！

　1904（明治37）年1月23日生まれの佐々木さんは、背筋がピ
ンと伸び、つえも使わず、スパーク打撃もなんなくこなします。
ちょっと耳が遠いだけで「風邪ひとつ、引いた覚えがない」とのこ
と。約30年前、つまり80歳に近くなった頃からゲートボールをは
じめた佐々木さんは、いまも週2回、83歳の“お嫁さん”がつくる弁
当を持ち、自宅から約10分のゲートボール場まで1人で歩いて通っ
ています。練習後は決まって近くの銭湯に立ち寄り、プレーでか
いた汗を流すのを楽しみにしているというお元気ぶり！　そんな
佐々木さんは「佐々木さんがいるから、私もがんばれる！」と、た
くさんの仲間の目標となっています。佐々木さんも「こうして楽し
くゲートボールができるのはみんなのおかげ。動けなくなるまでプ
レーを続けていきたい」と笑顔で語ってくれました。
　ゲートボールは、いつまでも長く、仲間と一緒に元気に楽しめる
スポーツであることを、佐々木さんが証明してくれています。
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GATEBALL NOW
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女子高生が熱中!?えっ？
「女子高生プレーヤー」がマスコミから大注目！
全世代型スポーツとして改めて認識されるように！

　ゲートボールに熱中する女子高生や、女子高生がヒロ
インのゲートボール漫画『ゲートガール』の紹介記事が
2011年に朝日新聞に掲載されると、10〜20代のジュ
ニア・ユースプレーヤーへのマスコミの取材が殺到！　
ゲートボールを通じて出会い結婚したカップルなど、
メディアにゲートボールが続々と登場するようになり、
ゲートボールは高齢者だけのスポーツではなく、ジュニ
アからミドル、シニア、そしてスーパーシニアまでが一
緒に楽しめる全世代型スポーツであることが、広く知ら
れるようになりました。

い
ろ
ん
な
世
代
、

海
外
の
人
た
ち
と
の

出
会
い
が
楽
し
い
！

ミドル普及指導委員として活動！

埼
玉
県
立
朝
霞
高
校
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
同
好
会
O
G

抜
井
裕
美
さ
ん

AKB48 風のユニフォームで 2011年の全国ジュニア大会に登場し、
話題を集めた作新学院高校ゲートボール部（栃木）

2005年のユース大会
で知り合い、2010年
に結婚した27歳同士
のカップル。
 「交際中も2人で大
会に参加したり、普通
のデートと違うのが新
鮮でした。将来、親子
でゲートボールも全然
ありです（笑）」

2008年の全国選抜大会で初優勝（ザ・
小樽）。現在は、北海道ゲートボール連合
のミドル普及指導委員としても活動する
37歳！
　「父の影響で10代からプレーをはじ
め、チームプレーの醍醐味にひかれていき
ました。現在は福祉関係の仕事をしてい
ますが、ゲートボールの楽しさや、仕事に
も通じるチームプレーの大切さを体験し
てもらいたいと、若い職員でチームをつく
り、大会に出場しています。次世代への普
及につながっていけばと願っています」

三
さん

盃
ぱい

貴之さん（北海道）

大会で出会い結婚！
清藤　潤さん

　　　なぎささん
　　　 （埼玉）

　2009年の全国ジュニア大会で準優勝を経験し、中国の北
京体育大学で開催された日本・中国ユース交流会にも参加
した抜井さん。
　「ゲートボールをはじめたのは小3のとき。小学校の体験
スポーツで出会い、おじいちゃんたちと一緒に話したり、プ
レーするのが楽しくて夢中になりました。ゲートボールの魅
力は、世代や国を超えて、いろんな人たちと出会えるところ
だと思います」
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意外と知られていないゲートボールの「いま」！

　アフリカ大陸に普及したのは、南アフリカ共和国のクロッ
ケー・クラブがゲートボールをはじめたいと希望しているとの紹
介を、オーストラリアから受けたのがきっかけでした。用具や
教本を寄贈したところ、早速、プレーを楽しんでいるとの報告が
届きました。ときを同じくして、ケニアのナイロビからも普及の
要請があり、同様に用具などを寄贈。2012年5月にプレーがは
じまったとの朗報が近頃入ったばかりです。

アフリカ大陸で2カ国目の普及国となったばかりのケニア

アフリカ大陸にも上陸!?えっ？
日本生まれのスポーツが世界五大陸に広まり、
いまや43の国と地域で愛好されるように！

　ゲートボールは1947年に日本で考案され、やがて高
度成長期で海外が身近になると中国、韓国、チャイニー
ズ・タイペイなどアジア大陸へ広まっていきました。
また、日系移民により、ハワイ、ブラジルなどのアメリ
カ大陸に伝わりました。さらに、近年になると、ゲート
ボールの情報はインターネットを通して世界中を駆け巡
り、ゲートボールの起源ともいえるクロッケー愛好者が

中国、ホンコン・チャイ
ナ、インドネシア、イン
ド、イスラエル、日本、
韓国、マレーシア、モン
ゴル、ネパール、パキス
タン、フィリピン、シン
ガポール、タイ、チャイ
ニーズ・タイペイ、トル
コ、ベトナム、マカオ・
チャイナ

アルゼンチン、ボリビア、
ブラジル、カナダ、キュー
バ、メキシコ、パラグア
イ、ペルー、ウルグアイ、
USA、コロンビア

オーストラリア、ニュージーランド

※国・地域は国際オリンピック委員会（IOC）コード順に掲載

ベルギー、チェコ、フランス、イギリス、ドイツ、ラ
トビア、ポーランド、ロシア、スイス、ウクライナ

ケニア、南アフリカ共和国

アフリカ大陸のゲートボールは
クロッケー愛好者からスタート！

アジ ア 大 陸 アメリカ大 陸

オセアニア 大 陸ヨー ロッパ 大 陸ア フリカ大 陸

中国 ブラジル

スイス

多いオセアニア大陸やヨーロッパ大陸に普及していきま
した。
　そして、2012年、ゲートボールは南アフリカ共和国と
ケニアでスタートし、ついにアフリカ大陸への上陸を果
たし、世界五大陸に広まりました。これにより、下記の
ように、全世界で43の国と地域で1,000万人以上の人々
に親しまれるようになりました。

南アフリカ共和国 オーストラリア
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　JGUは現在、公益財団法人日本オリンピック委員会
（JOC）と日本財団が展開している、スポーツの力を通じた
東日本大震災被災地の復興支援・スポーツ振興をするための
募金活動「エール FOR 日本」に賛同して、期間限定（2012
年8月まで）のチャリティー活動を展開中です。
　集まった寄付金は、次の事業などに活用します。
◯スポーツの力で被災地を笑顔にする活動
◯被災地へのスポーツ用品の寄贈
　なお、ご希望された場合、1,200円以上の募金をされた方
には半袖ポロシャツを、1,500円以上の方には長袖ポロシャ
ツを、各1枚贈呈しております。
　2012年6月末現在、2万人を超す皆様からの寄付が集まり
ました。皆様のご協力に感謝いたします。

　JGUでは、東日本大震災発生後、復興支援活動の基本方針
を定め、ゲートボール用具の支援、被災地への慰問、県ゲート
ボール団体への運営支援、100円募金チャリティー大会などの
支援活動を行ってきました。同時に、ゲートボール会員をはじ
め、広く一般にも呼びかけ、支援のための募金活動を展開して
きました。その結果、皆様の温かい励ましにより、2012年3月
31日までに集まった募金の合計は4,881万7,390円（388件）
になりました。
　このうち、380万円を被災された8県のゲートボール団体へ
支援金としてお送りし、2,112万円を被災されたゲートボール
会員やそのご遺族の方々に弔慰金や見舞金としてお渡ししまし
た。皆様のご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうこざい
ました！！　今後も、新たに判明する被災者の方々への見舞金等
の支給のほか、より被災地の現場のニーズに合った支援活動を
展開予定です。

INFORMATION FROM JGU

ゲートボールの力で日本を元気に !!
東日本大震災【JGU復興支援プロジェクト】のご報告

半袖ポロシャツ（全6色）

長袖ポロシャツ（全6色）
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　JGUでは、東日本大震災以来「がんばろうニッポン、とどけようゲートボールスマイル」を合言葉に、被災者の方々
への義援金・支援金の募金活動をはじめ様々な支援策を打ち立て、JGU復興支援プロジェクトとして展開しています。
そこで、これまでの活動と支援状況についてご報告します。

JOC・日本財団“エール FOR 日本”賛同企画
復興支援チャリティー活動を展開！

 2012年度も継続支援！

全国から約5,000万円の温かい励まし！
皆様のご協力に感謝いたします！

全国のゲートボール仲間からのエール
大いに元気をいただきました！

　全国の皆様からお送りいた
だいた弔慰金や見舞金、支援金
や用具は、被災したゲートボー
ル会員や市町村ゲートボール団体へお渡ししました。甚大
な被害を被った地域へは視察を兼ねて出向き、直接お渡し
しましたが、皆さん、たいへんに喜ばれ「全国のゲートボー
ル仲間にこんなに心配していただき、ありがたい」と、中に
は目を潤ませる方もいらっしゃいました。全国の皆様から
のご支援に心から感謝しております。被災地はようやく少
しずつですが落ち着きを取り戻し、被災された皆さんもゲー
トボールに戻ってくるようになりました。ただ現在も仮設住
宅に使用されているゲートボール場が多く、なかなかプレー
できない状況にあります。しかし、全国の皆様からの励ま
しに応えるべく、県の会員は心を1つにして、2012年10月の
ねんりんピック宮城大会に向けて準備を進めているところ
です。皆さんの来訪を心からお持ちしております。

宮城県ゲートボール連盟
理事長
佐藤黎子さん

 2011年度のご報告
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ゲートボールライフがさらに充実する
審判員制服・審判員用グッズ・書籍のご案内

夏用長袖ポロシャツ（男女兼用）
4,980円

審 判 員 制 服 審判員用ループタイ

審 判 員 用 バッジ

レフリースケール

冬用長袖ポロシャツ（男女兼用）
4,980円

男性用ニットスラックス
5,500円

ウインドブレーカー（上）
7,200円

夏用半袖ポロシャツ（男女兼用）
4,700円

レフリーキャップ（男女兼用）
2,800円

女性用ニットスラックス
5,500円

ウインドブレーカー（下）
5,500円
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JGUからのお知らせ

　審判員制服は 2011 年度から機能性やデザインに優れた新アイテムが登場しました。チームのユニ
フォームと同様、審判員制服もスポーティーに揃え、ゲートボール競技のイメージアップを図りましょう。
あわせて、JGUが販売している書籍と審判員用グッズもご紹介します。ご希望の方は、各都道府県ゲート
ボール団体（12ページ参照）へお問い合わせください。表示価格はすべて税込みです。

【1級審判員用】
2,500円

【1級審判員用】
1,500円

【2級審判員用】
2,000円

【2級審判員用】
1,200円

【3級審判員用】
1,800円

【3級審判員用】
1,000円

300円

縦7.5㎝×横10㎝のスケールで、0.5㎝単
位の目盛り付き。スパーク打撃の際に自
球とスパーク打撃した他球が10㎝以上
離れたことを確認するなど、審判時の判
定を正確にするための補助具

（吸汗・速乾・高通気性・
透け防止・UVカット）

（吸汗・速乾・軽量ドライ）

（吸汗・速乾・透け防止）

（防撥水・透湿）

（高通気性）

（吸汗・速乾・透け防止）

（防撥水・透湿）

（吸汗・速乾・高通気性・
透け防止・UVカット）

（XXS〜XXL）

（XXS〜XXL）

（XS〜4XL）

（XS〜XXL）

（XS〜4XL）

（XS〜XXL）

（フリーサイズ）

（XXS〜XXL）

『公式ゲートボール競技規則・審判
実施要領2011』　1,500円

競
技
規
則
と
審
判
実
施
要
領
を
1
冊
に
ま

と
め
、
付
録
に
「
公
式
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ー

2
&
3
競
技
規
則
」
な
ど
も
掲
載

B
6
判
・
1
6
0
ペ
ー
ジ

A
4
判
・
9
0
ペ
ー
ジ

A
4
判
・
1
2
2
ペ
ー
ジ

A
5
判
・
1
9
2
ペ
ー
ジ

『ルールの解説「Q&A」ー
公式ゲートボール競技規則
2011対応版』　1,500円

『審判員資格試験想定問題集
ー試験のここがポイントー
公式ゲートボール競技規則2011対応版』

【3級受験者用】
1,000円

【1・2級受験者用】
1,200円

競技規則の正しい解釈を確認でき
るルールの解説集。実際にコート
で起こる可能性がある細かな事象
について“Q&A”形式でまとめ、
随所に図や解説、競技規則の参
照部分を加えている

審判員資格試験を受験する人のための想
定問題集。【3級受験者用】【1・2級受験者
用】とも100の練習問題のほか、実践問題
を掲載。付録に反則の処置がひと目でわか
る「反則処置早見表」付き
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　JGUでは「日本ゲートボール連合公式ホームページ」を随
時更新し、ゲートボールに関する情報伝達に努めています。
　また、都道府県ゲートボール団体においても、すでに12
団体が、パソコンのほか、携帯電話からも見られるホーム
ページなどを開設しており、各都道府県の行事・最新ニュー
スなどを随時更新しています。
　これからはインターネットでの情報共有が主流となる
「ネット社会」となり、最新情報をいち早く手に入れること
が可能になります。ゲートボール情報もぜひ、ホームページ
をチェックしてみてください。

ホームページを見るには
検索サイト（GoogleやYAHOO! JAPANなど）で「日本ゲート
ボール連合」と入力して検索すると下画面のように表示されま
す。都道府県ゲートボール団体のホームページなども同様に、
検索サイトで各団体名を入力して検索することができます。

ゲートボールの最新情報はインターネットで!!
JGUおよび加盟団体ホームページのご案内

「日本ゲートボール連合公式ホームページ」には
どんな情報が掲載されている？

【トップページ】
様々なアイコン（ボタン）が並んでおり、各アイコンをクリックする（押す）と
見たいページを開くことができる

【加盟団体だより】
47都道府県ゲートボール団体の連絡
先一覧のほか、今後は各団体からのお
知らせも掲載予定

【用品メーカー】
用品メーカーの連絡先一覧のほか、
メーカーの代表的な用品を見ること
ができる

【刊行物・公式グッズ】
JGUが発売している書籍、審判員制
服、審判員用グッズなどを紹介して
いる

【JGUについて】
JGUの概要・組織図・歴史などを掲載

【JGUの活動】
公認審判員と指導員の資格取得方法
などを紹介

【最新のニュース】
各種大会の結果などゲートボール界
の最新の話題、JGUからのお知らせな
どをいち早く発信

【大会情報】
5大全国大会の事前告知から結果ま
でを詳細に掲載

【今月のテレビ番組】
CS放送「スカパー！」及び全国のケー
ブルテレビ局で放送中の専門番組
『スーパーゲートボール』の番組表を
確認できる

【ゲートボールとは？】
初心者用パンフレットなどがダウン
ロードできるほか、基本プレーを動画
で見ることができる
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JGUからのお知らせ

都道府県ゲートボール団体のブログ・ホームページ
（2012年6月現在）

［ 宮城県ゲートボール連盟 ］

［ 千葉県ゲートボール連盟 ］

［ 福井県ゲートボール協会 ］

［ 山口県ゲートボール協会 ］

［ 群馬県ゲートボール協会 ］

［ （特）東京ゲートボール連合 ］

［ 長野県ゲートボール連盟 ］

［ 福岡県ゲートボール連合 ］

［ 埼玉県ゲートボール連盟 ］

［ （一財）新潟県ゲートボール連盟 ］

［ 広島県ゲートボール連合 ］

［ 鹿児島県ゲートボール協会 ］

http://mgf.da-te.jp/

http://chibagateball.blog.fc2.
com/

http://fukuigateball.blog.fc2.
com/

http://yamaguchigateball.blog.
fc2.com/

http://gunmagateball.blog.fc2.
com/

http://tokyogateball.blog.fc2.
com/

http://naganogb.blog41.fc2.
com/

http://fukuokagb.blog.fc2.com/

http://saitamagateball.blog.fc2.
com/

http://www.ngl.gr.jp/

http://hgu.blog25.fc2.com/

http://kagoshimagb.blog41.fc2.
com/
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審判中のケガにも要注意！
県大会に審判員として参加
していたとき、ゲーム中に
ゲートに足を引っかけて倒
れました。すぐに病院で手
当を受け、その後は通院と
なりましたが、見舞金で通
院費を補うことができまし
た。審判中は、審判に集中していて足下がおろそかになりが
ちですが、今後は十分に注意します（佐賀県　T・O さん）

大会会場への往復途中の事故も油断大敵！
大会会場へ向かう途中、
自転車事故で足を骨折
し、即、入院となりまし
た。その際に、大会会場
への往復途中の事故にも
見舞金が支給されること
を知り、手続きしました。
大会に行くときは、つい気がせいてしまいますが、これから
は余裕を持って会場に向かいます（神奈川県　M・T さん）

INFORMATION FROM JGU

ゲートボールは事故に注意してプレーを楽しもう！
事故防止啓発のための見舞金事業についてのご案内
　JGU、都道府県ゲートボール団体、傘下の支部や市町村ゲートボール団体が主催する大会・研修会などのゲートボー
ル活動において、不測の事故（ケガなど）に遭ったときに見舞金を支給する事業は、公益財団法人への移行にともない、
2012年度から「ゲートボール活動における事故防止啓発のための見舞金事業」に移行しました。
　今後は、スポーツ事故の防止事業の1つとして、実際に事故にあった皆様に見舞金を支給することにより、事故の
事例を収集し、ゲートボール活動における事故防止の啓発に努めます。見舞金の内容や支給額は従来通りです。
　ゲートボール活動は、体調に十分留意し、事故やケガにも注意を払ってプレーを楽しむように心がけましょう。

見舞金が支給された皆様の声 熱中症を防ぐために
　熱中症は、高温多湿な環境で、水分や塩分のバランス
が崩れ、体温調整機能が働かず、体内に熱がたまり、筋
肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状
が現れ、重症になると意識障害などが起こります。
暑さの感じ方は人によって異なる！
　体調や暑さに対する慣れなどが影響して、暑さに対する抵
抗力は個人によって異なります。自分の体調の変化に気をつ
け、暑さの抵抗力に合わせて、万全の予防を心掛けましょう。
高齢者はとくに注意が必要！
　高齢者は暑さや水分不足に対する感覚・調整機能が低下し
ています。のどの渇きを感じなくてもこまめに水分補給をし
たり、暑さを感じなくても扇風機やエアコンを使って温度調
整をするように心がけましょう。
熱中症予防を呼びかけ合おう！
　一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びか
け合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。とくに、
熱中症にかかりやすい高齢者や子どもについては、周囲が協
力して注意深く見守るようにしましょう。
熱中症になったときは？
　涼しい場所へ移動し、衣服を脱いで、水分・塩分を補給します。
ただし、意識がない場合は、直ちに救急車を要請しましょう。

【厚生労働省・熱中症予防リーフレットより抜粋】
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JGUからのお知らせ

ルール改正でゲームはどのように変わった？
（WGU加盟国・地域からの報告）

○各国・地域に共通の変化
・後半まで第1ゲートを故意に通過しない作戦が増えた
・複数打権が少なくなったことから1ゲームの打順回数が

増えた
・ロングタッチ、スライドタッチ、通過タッチ、タッチ通過

の技術を生かす場面が増えた
・コート内を広く利用したゲームの組み立てが増えた 

◯ルール改正がプレーヤーに与えた影響
・ルール改正後は後攻を選択するチームが増えた（韓国）
・若手の強豪チームにシニアチームが勝利できるチャン

スが増えた（ブラジル）
・スライドタッチやロングタッチの技術を練習するプレー

ヤーが増えた（中国）

　2011年4月のルール改正から1年が経過した2012年3月、世
界ゲートボール連合（WGU）に加盟している国・地域の代表者
による「ゲートボール国際会議」で一部改正ルールの検証が行
われました。
　2011年4月のルール改正は、通過タッチとタッチ通過を除
くダブル・トリプルタッチによる複数打権がなくなった点をは
じめとして、ゲーム戦略にも影響を与える大きな改正となりま
した。この改正点については、各国・地域とも「満足している」
「喜んでいる」と好評で、とくに日本からは、ルール改正の目的
である「競技をスピーディーにする、ダイナミックにする」に関
して国内10カ所で調査した結果が発表され、95％が「効果が
あった」と回答したことが報告されました。その他、ルール改
正によるゲームの変化や影響について、各国・地域から右記の
ような報告がありました。
　JGUでは今後も、あらゆる機会をとらえてプレーヤーに耳を
傾け、ルールの改善を行っていきます。

　近年になってようやく、女性のスポーツ参加が進み、オ
リンピックの出場選手数も男女半々となりました。しか
し、スポーツ団体の役員数に目を向けると、女性が圧倒的
に少ないのが現状です。
　ゲートボールの現状も同様。競技者の半数は女性ですか
ら、普及や組織運営の要所要所に女性の感覚を取り入れて
いくことは、ゲートボールの今後の発展には絶対に必要で
す。とくに、次世代愛好者の育成など普及活動において
は、女性ならではの声のかけ方や心配りは大きな力を発揮
します。今後は、女性を積極的に組織に採用し、普及活動
に活躍できる場を大いに提供していきましょう。

　2012年3月、高知県ゲートボール協会に女性会員による
女性部が設立されました。女性ならではの協力と努力で県協
会を活性化していこうと、県の大会や研修会への参加協力や
支援のほか、女性部主催の女性大会を開催予定。“ハチキン
（土佐弁で、元気で活発な女性のこと）パワー”で県協会を
盛り上げていきます。さらに、福岡県ゲートボール連合にも
2012年7月に女性部が設立予定です。

ダイナミックでスピード感あふれる競技に！
2011年度施行の一部改正ルールを検証！

次世代愛好者の育成には女性の力が必要！
女性を積極的に組織に取り入れよう！

都道府県ゲートボール団体に女性部が続々創設！

女性の特性を活かした組織づくりを！

　新潟では、特別に女性を意識した組織づくりはして
いませんが、振り返ってみると、やはり女性には女性
としての特性がありますから、それを大いに活かして
普及活動を展開すべきだと思います。たとえば、物事
を全体を通して見られる点、決断力の早さ、きめ細や
かさ、うまくいかなかったときのフォローなど、母の
ように、ときには娘のような感覚でも対応することが
できます。女性の皆さんも“女のくせに”と言われて
いるうちはまだまだです。一生懸命やっているうちに、
きっと評価はあとからついてくるはずです。

一般財団法人
新潟県ゲートボール連盟
理事長

若林静子さん
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各都道府県ゲートボール団体が愛好者の皆様をサポートします！

JGUからのお知らせINFORMATION FROM JGU

　都道府県のゲートボール行事や、ルールについての質問など、ゲートボールに関するお問い合わせは、
あなたがお住まいの下記の各都道府県ゲートボール団体事務局まで、お気軽にご連絡ください。

加盟団体名 〒 住所 電話 ＦＡＸ E-MAIL

北海道ゲートボール連合 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西10-5-1　ジムテル４Ｆ 011-261-1982 011-261-1983 hokkaido-gateball@pearl.bforth.com

青森県ゲートボール協会 038-3615 青森県弘前市青女子桂川115 0172-73-3066 0172-73-5131

岩手県ゲートボール協会 020-0023 岩手県盛岡市内丸3-7　岩手日報社5階 019-653-7540 019-653-7540 gba-iwate@ae.wakwak.com

宮城県ゲートボール連盟 980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町2-32 022-227-5566 022-227-5565 mg-gb@iaa.itkeeper.ne.jp

秋田県ゲートボール協会 010-0953 秋田県秋田市山王中園町10-17　シーライトマンション301 018-862-1844 018-862-1844

山形県ゲートボール協会 990-2161 山形県山形市大字漆山730-2 023-687-3188 023-687-3188

福島県ゲートボール協会 963-0101 福島県郡山市安積町日出山4-39-1 024-956-8285 024-956-8285

茨城県ゲートボール連合会 310-0911 茨城県水戸市見和1-356-2　財団法人茨城県体育協会内 029-227-8201 029-227-8201

栃木県ゲートボール協会 328-0062 栃木県栃木市泉川町467-1 0282-25-3670 0282-25-3680

群馬県ゲートボール協会 371-0853 群馬県前橋市総社町2-10-20 027-253-5047 027-253-6232 gateball-gunma@coral.plala.or.jp

埼玉県ゲートボール連盟 369-0222 埼玉県深谷市後榛沢972-1 0485-85-4011 0485-85-4008 saitama.gba@bridge.ocn.ne.jp

千葉県ゲートボール連盟 266-0011 千葉県千葉市緑区鎌取町113 043-265-1411 043-265-1411 chiba-geren-so@ec3.technowave.ne.jp

（特）東京ゲートボール連合 185-0021 東京都国分寺市南町2-18-3　国分寺マンション211 042-327-2241 042-327-0944 tgu2010@iaa.itkeeper.ne.jp

神奈川県ゲートボール連合 231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町3-28　柳下ビル３Ｆ 045-663-5068 045-663-5118 qqxx675d@snow.ocn.ne.jp

（一財）新潟県ゲートボール連盟 955-0033 新潟県三条市西大崎1-1-3 0256-34-6770 0256-34-6024 mail@ngl.gr.jp

（特）富山県ゲートボール協会 939-1331 富山県砺波市深江1-280-B　高野事務所一階うしろ 0763-58-5858 0763-58-5885 toyama-g.b@lion.ocn.ne.jp

石川県ゲートボール協会 921-8043 石川県金沢市西泉6-188　健民スポレクプラザ内 076-280-7080 076-280-7089

福井県ゲートボール協会 910-8552 福井県福井市大和田町56　福井新聞社内 0776-53-5238 0776-53-5238 fukuiken-gbkyoukai@plum.plala.or.jp

山梨県ゲートボール協会 400-0024 山梨県甲府市北口2-14-14 0552-52-5187 0552-52-5187

長野県ゲートボール連盟 399-0005 長野県松本市野溝木工2-9　第2協立厚生会館402 0263-28-1019 0263-28-1209 nagano_gbr@y7.dion.ne.jp

岐阜県ゲートボール連盟 500-8381 岐阜県岐阜市市橋5-3-7 058-242-9553 058-242-9558 gifu-gbl@iaa.itkeeper.ne.jp

静岡県ゲートボール協会 412-0042 静岡県御殿場市萩原439-11 B号 0550-70-0870 0550-70-0871

愛知県ゲートボール連盟 451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-34-17　セントラル名古屋1105 052-565-8101 052-565-9530 aichikengb@hotmail.com

三重県ゲートボール連合会 515-2133 三重県松阪市松ヶ島町20-9　カジュアルビル２Ｆ 0598-52-5658 0598-52-5658 mgl@way.ocn.ne.jp

滋賀県ゲートボール連盟 520-3043 滋賀県栗東市林256　近江新善光寺内 077-525-7140 077-525-9882 shiga.g.b.25@gaea.ocn.ne.jp

京都府ゲートボール連合 601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70　京都府スポーツセンター内 075-692-3670 075-692-3671 kgateball@gmail.com

大阪ゲートボール連盟 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2-1-4　大阪スポーツマンクラブ内 06-6448-3475 06-6448-3975 o-gateball@pony.ocn.ne.jp

兵庫県ゲートボール連合 670-0028 兵庫県姫路市岩端町125 079-292-8900 079-292-8906

奈良県ゲートボール協会 637-0116 奈良県五條市西吉野町和田403 0747-32-0015 0747-32-0015 sp8v9bu9@key.ocn.jp

和歌山県ゲートボール協会 640-8156 和歌山県和歌山市七番丁七番地　７・７ビル３Ｆ 0734-23-2200 0734-23-2200

鳥取県ゲートボール協会 683-0103 鳥取県米子市富益町46-28 0859-28-6892 0859-28-6892

島根県ゲートボール協会 699-0722 島根県出雲市大社町北荒木177-4 0853-53-5441 0853-53-5441

岡山県ゲートボール協会 700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町2-1-3　総合グラウンドクラブ内 086-255-9581 086-255-9581

広島県ゲートボール連合 730-0805 広島県広島市中区十日市町2-9-24　ふじビル201 082-293-9408 082-293-9508 hiroshima-gu@iaa.itkeeper.ne.jp

山口県ゲートボール協会 754-1277 山口県山口市阿知須4240-5 0836-65-3161 0836-65-3161

徳島県ゲートボール協会 779-3105 徳島県徳島市国府町東高輪天満355 088-642-5101 088-642-5146 tokushima-gb@lion.ocn.ne.jp

香川県ゲートボール連盟 760-0064 香川県高松市朝日新町32番10号　東交バス株式会社内 087-823-4147 087-823-4148 kagawa-gb@woody.ocn.ne.jp

愛媛県ゲートボール連合 790-0067 愛媛県松山市大手町1-12-1　愛媛新聞社内　 089-935-2356 089-935-2356

高知県ゲートボール協会 780-0935 高知県高知市旭町2-22-47　沢田第二ビル 088-825-1789 088-825-1789

福岡県ゲートボール連合 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚6-9-6　メゾンドパピヨン101 092-629-4888 092-629-4887 fukugeren@car.ocn.ne.jp

佐賀県ゲートボール協会 840-0804 佐賀県佐賀市神野東3-14-31 0952-31-4801 0952-31-4801

長崎県ゲートボール協会 852-8118 長崎県長崎市松山町3-81 095-842-0282 095-842-0212

熊本県ゲートボール連合 861-2102 熊本県熊本市東区沼山津2-12-18 096-285-4981 096-285-4981 kumamoto-gateball@oboe.ocn.ne.jp

大分県ゲートボール協会 870-1161 大分県大分市木上387-2 097-541-2461 097-541-2544

宮崎県ゲートボール協会 880-0872 宮崎県宮崎市永楽町102-1　外山ハイツ１Ｆ 0985-27-6961 0985-27-6961 mga@agate.plala.or.jp

鹿児島県ゲートボール協会 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-30-8　鹿児島県老人福祉会館３階 099-296-9602 099-296-9603 kagosima-gb@po3.synapse.ne.jp

沖縄県ゲートボール連合 901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇305-4　エルガーデン八重瀬Ａ－１ 098-998-6991 098-998-8969 ogbu-t@mco.ne.jp
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　公益財団法人となって最初の2012年度は、以下に紹
介するように、国内では各種普及活動で競技力向上と新
しい愛好者の拡大を目指し、海外では国際大会に選手や
国際審判員を派遣したり、これから普及する国・地域に
指導員を派遣したりして、普及地域の拡大を図ります。

2012年度、JGUはどんな活動をするの？

競技力向上と
新しい愛好者の拡大を目指し、
各種普及活動を積極的に展開！

2012年度から新しくスタートした
活動はこれ！

おなじみの普及活動も
ますます充実！

2カ年計画で、対象や目的などカテゴリ別の
指導プログラムを確立！

技術や戦術の習得に有意義
全国大会の開催を目指す！

スピーディーなゲーム展開が魅力

基礎的条件の整備 リレーション（2人制・3人制）の普及推進

ACTIVITY OF JGU 

　スポーツ活動への多様化するニーズに対応するため、基礎
的条件を整備し、対象（年齢、性別）や目的（競技、健康、
交流）などのカテゴリ別に指導プログラムを構築します。そ
のため、2012年度から2年をかけて検討会議を行い、新し
い指導方法を試行・検証しながら、2014年度のJGU設立30
周年からの指導プログラムの確立を目指します。
　JGUでは、2011年度まで3年間にわたって「加盟団体連
繋プログラム」を実施してきました。これは、都道府県ゲー
トボール団体が実状に応じた普及策を企画し、JGUがそれ
を支援する普及活動で、この活動を通して地域固有の問題点
や、全国に共通する課題を見出すことができました。
　この成果をもとに、初年度の2012年度は、指導プログラ
ムに対応する用具開発などのモデルパターンの検討や試行を
行い、その内容・事例を広報するとともに、1年目の経過を
発表するセミナーを開催する予定です。
　どうぞ、ご期待ください！

　「リレーション-2（ダブル
ス）」、「リレーション-3（トリ
プルス）」は、1チーム2人対2
人、または3人対3人で競技す
るゲートボールです。5人制と
比較して、競技者一人ひとり
のプレーに関わる回数がより
増えるため、競技技術や戦術
の習得に有意義であることか
ら、今後も継続して普及推進
し、将来的には全国大会の開
催を目指します！

　リレーションは少人
数でチーム編成がで
きるので大会に参加
しやすい。それに、ス
ピーディーで運動量
があるゲーム展開の
ため、ミスをしてもす
ぐに気持ちを切り替
えられます（笑）。

新日鐵君津製鐵所チーム（千葉）
小野島純一さん

リレーションを体験してみたい方へ！
　最近は、都道府県でのリレーション大会の開催が増えてい
ます。都道府県ゲートボール団体（左の12ページ参照）にぜひ
お問い合わせください。また、22〜23ページの「オープン大会
カレンダー」でも紹介しております。どうぞご覧ください。

リレーション-3専用ゼッケン着用
の競技者
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ACTIVITY OF JGU 

中学校、高校での普及活動を支援する
「指定校事業」でジュニア育成を図る学校スポーツにおける育成

　ゲートボールは、青少年の健全育成のために日本で誕生したスポーツです。その本来の
目的のために、また次世代に継承していくためにも、ジュニア世代への普及は必須です。
そこで、国民体育大会正式競技種目参加のため、公益財団法人全国高等学校体育連盟への
加盟も急務であるからことから、全国の高校から指定校を選んで一定期間の支援・協力を
行い、次世代のゲートボール・プレーヤーを育成する「指定校事業」を実施しています。
2011年度からは、高校に加えて中学校への支援もスタートし、現在までに、全国に46も
の指定校が誕生しています（下記参照）。2012年以降も、この指定校事業を継続します
ので、全国からの申請をお待ちしています。さらに、ジュニア世代卒業後のユース世代対
象の大会などを主催している全国ユースゲートボール連盟を支援していきます。

2
0
1
2
年
度
か
ら
指
定
校
に
な
っ
た
植
草

学
園
大
学
付
属
高
等
学
校
（
千
葉
）

作新学院高校は2008〜2010年の全国ジュニア大会でV3を達成した

第1期から現在までの指定校一覧（計46校）
第１期  5校（2002〜2003年度）
 作新学院高等学校（栃木）
 県立黒埼高等学校（新潟）
 県立榛原高等学校（奈良）
 浜田家政高等専修学校（島根）
 松山城南高等学校（愛媛）
第２期  5校（2003〜2004年度）
 道立留辺蘂高等学校（北海道）
 県立志木高等学校（埼玉）
 安城学園高等学校（愛知）
 おかやま山陽高等学校（岡山）
 大分高等学校（大分）
第３期  5校（2004〜2005年度）
 東北高等学校（宮城）
 大成女子高等学校（茨城）
 県立吉原高等学校（静岡）
 県立加計高等学校（広島）
 菊池農業高等学校（熊本）
第４期  4校（2005〜2006年度）
 県立松任高等学校（石川）
 大阪女子短期大学高等学校（大阪）
 日本大学明誠高等学校（山梨）
 宮崎学園高等学校（宮崎）
第５期  3校（2006〜2007年度）
 クラーク記念国際高等学校・  
　　　　　横浜キャンパス（神奈川）
 高知中央高等学校（高知）
 県立山梨園芸高等学校（山梨）
第６期  3校（2007〜2008年度）
 一関学院高等学校（岩手）

 宮城広瀬高等学校（宮城）
 県立朝霞高等学校（埼玉）
第７期  4校（2008〜2009年度）
 昌平高等学校（埼玉）
 南京都高等学校（京都）
 県立河浦高等学校（熊本）
 鹿児島情報高等学校（鹿児島）
第８期  3校（2009〜2010年度）
 太田市立太田商業高等学校（群馬）
 興譲館高等学校（岡山）
 県立南大隈高等学校（鹿児島）
第９期  2校（2010〜2012年度）
 県立久比岐高等学校（新潟）
 出雲西高等学校（島根）
第10期  8校（2011〜2013年度）
 盛岡市立大宮中学校（岩手）
 啓誠学園大崎中央高等学校（宮城）
 聖和学園高等学校（宮城県）
 県立男鹿海洋高等学校（秋田）
 県立庄内総合高等学校（山形）
 県立鶴岡中央高等学校（山形）
 県立榛生昇陽高等学校（奈良）
 福智高等学校（福岡）
第11期  4校（2012〜2014年度）
 一関市立萩荘中学校（岩手）
 県立蔵王高等学校（宮城 )
 植草学園大学付属高等学校（千葉）
 クラーク記念国際高等学校・
 　横浜青葉キャンパス（神奈川）

中学校、高校で
ゲートボール指導をしている方、
今後指導を検討している方、必見！

　指定校になると経済的な支援はもち
ろんですが、栃木県ゲートボール協会
さんとの連繋がより取れるようにな
り、指導にも一層力を入れてもらえる
ようになりました。大会に声をかけて
いただいたり、逆に学校のイベントに
参加していただいたり、そういった県
協会さんとの交流が全国ジュニア大会
での3連覇につながったと思います。

第1期指定校　
作新学院高等学校（栃木）
ゲートボール部顧問教諭　

岩田良文さん

○支援期間と金額は？

　支援期間は3カ年で、中学校の場合は1校／1カ年 

100,000円、高校の場合は1校／1カ年 150,000円

を限度として支援します。ゲートボール用具（1〜2

セット）については別途提供します。

○支援金は、どんな活動に活用できる？

　指導員の日当（1人3,000円が限度)、全国ジュニア

大会以外の大会参加の旅費交通費、会議費、印刷製本

費、消耗品費などに活用できます。

※全国ジュニア大会の旅費は別途補助。

○指定校になるには？

　指定校への支援は、都道府県ゲートボール団体を通

して実施しているので、まずは各都道府県ゲートボー

ル団体（12ページ参照）にお問い合わせください！

指定校のメリットは活動費だけではありません！
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2012年度、JGUはどんな活動をするの？

正しい指導スキルを身につけた
公認スポーツ指導者を養成

指導者の資質向上のため
「指導者研修会」を開催

指 導 者 の 養 成

　JGUでは、正しい指導スキルを身につけた指導者を養成す
るため、公益財団法人日本体育協会（日体協）の「公認スポー
ツ指導者制度」に基づく公認スポーツ指導者資格取得者の養
成を行っています。資格取得のための講習を通して、自己流で
はない正しい指導方法を身につけることができれば、自信を
持って指導に当たることができるでしょう。
　また、2013年度から国民体育大会参加の監督に対して公認
スポーツ指導者資格が義務づけられたことからも、2012年度
は新たな資格取得者の養成に力を注ぎます。
　さらに、近年、文部科学省は、総合型地域スポーツクラブ
や学校の部活動などに対して、外部からの指導者を派遣しや
すくするため、公認スポーツ指導者のデータを都道府県の広
域スポーツセンターに配備していくこととなりました。これに
より、ゲートボールにおいても、公認スポーツ指導者の派遣要
請が増え、活動の機会が増えることが予想されます。ゲート
ボール普及の絶好の機会を迎えているいま、ぜひ公認スポー
ツ指導者の資格を取得して次世代の愛好者を育てましょう。

　新たな愛好者を開拓していくためには、資質のともなった
新たな指導者も必要になります。そこで、経験豊かな外部講
師を招いて「指導者研修会」を開催し、指導者の資質向上を
図るとともに、競技者のマナーや監督・主将の資質向上につ
いても研修して、競技全体のイメージアップを図ります。

○資格を取得すると、どんなメリットがある？
　資格取得の際の講習を通して、ゲートボール技術か
ら指導方法まで幅広く学ぶことができます。さらに、
資格を持っていると、総合型地域スポーツクラブや学
校から歓迎されやすく、普及の場が広がります。
○受験資格は？
　満20歳以上で、地域でゲートボールの指導に当たっ
ている指導者及び指導者になろうという人なら誰でも
受験できます。
○資格を取得するには？
　日体協の「共通科目」（通信講座）と、JGUが実施す
る「専門科目」の講習を受講し、検定試験に合格した
ら、登録することができます。詳細は「専門科目」の講
習・検定受験を実施している各都道府県ゲートボール団
体（12ページ参照）までお問い合わせください。
○受講料や検定料は？　

ゲートボールが好きな“ムシ”を育てることが
次世代の愛好者の育成につながる

「スポーツを普及するには、そのスポーツを好きな“ム
シを育てる”ことが必要であり、それが指導者の大き
な役割といえるでしょう。なでしこジャパンの澤選手
のように“純粋にそのスポーツを愛するムシ”を育て
ることにより、そのスポーツを大きく花開かせること
ができるのです。
　サッカーでいえば、メキシコオリンピック出場のと
き、“伝説のキャプテン”八重樫茂生氏は、初戦でケガ
を負って出場不可能となりましたが、松葉杖をつきな
がら全 18 人分のユニフォームを洗うなどしてサポー
トに回り、これが、釜本邦茂らチームをまとめ上げ、
銅メダル獲得という快挙につながりました。このよう
に、ムシが努力している姿を次世代に見せることによ
り、次世代のムシを育てることができるのです。技術
を教えることよりも、まずはムシを育てることを念頭
に置いて指導に当たりましょう」

（2011 年度 JGU マネジメントセミナーでの講演より）

2011年の研修会で
は、女子アスリート
講師を招いて「女性
スポーツの歴史や現
状」について学んだ

正しい指導方法を学ぶために
公認スポーツ指導者の資格を取ろう！

指 導 者 の 役 割 と は？

公益財団法人
日本サッカー協会最高顧問

岡野俊一郎さん

「共通科目」受講料 21,000 円
「専門科目」受講料 20,000 円

検定料 5,000 円
登録料 13,000 円



16

JGU主催 2012年度全国大会

ACTIVITY OF JGU 

全国大会と地域選手権大会の開催でゲートボールをPR
都道府県予選会への支援で競技力向上を図る！競技会の開催

　参加資格やチーム編成が異なる5つの全国大会を
毎年開催し、チーム・選手の競技力向上や、スポーツ
マンシップの意識向上を図り、全世代型スポーツとし
ての特性を広くアピールしています（下記参照）。
　このほか、地域の愛好者のため、北海道・東北・北
関東・南関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九
州の10地域協議会で開催する地域選手権大会・ミド
ル大会・ジュニア大会の主催と、全国大会の都道府
県予選会への支援を行っています。

各競技会に積極的に参加して腕試しを！
全国の仲間を応援する大会観戦も大歓迎！

笹川良一杯 第27回全国選抜ゲートボール大会
５月26日（土）・27日（日）
鹿児島県指宿市／指宿市営陸上競技場・野球場

第17回全国ジュニアゲートボール大会
７月28日（土）・29日（日）
埼玉県熊谷市／熊谷スポーツ文化公園・彩の国くまがやドーム
※全日本世代交流大会と同時開催

第14回
全国社会人ゲートボール大会
９月15日（土）・16日（日）
福島県郡山市
郡山総合運動場
開成山陸上競技場

文部科学大臣杯 第28回全日本ゲートボール選手権大会
10月27日（土）・28日（日）
福岡県福岡市
東平尾公園
博多の森陸上競技場

内閣総理大臣杯
第29回全日本世代交流ゲートボール大会
７月28日（土）・29日（日）
埼玉県熊谷市／熊谷スポーツ文化公園・彩の国くまがやドーム
※全国ジュニア大会と同時開催

○全国大会や地域選手権大会に出場するには？
　まずは都道府県予選会に出場する必要があります。予選会の日程などは
各都道府県ゲートボール団体（12ページ参照）にお問い合わせください。
○全国大会を観戦するには？
　各大会は入場無料。全国トップレベルのゲームを目前で観戦できる貴重
なチャンスです。ぜひ足をお運びください。

年代別・男女別の4
クラス＝ミドル（18
歳 以上 6 5 歳 未満
の男子）・ミドルレ
ディース（18歳以上
65歳未満の女子）・
シニア（6 5歳以上
の男子）・シニアレ
ディース（65歳以上
の女子）に分かれて
競技を行い、競技レ
ベルのさらなる向上
を図る

決勝戦のコートの
周りには幾重もの
人垣が！

開会式は全国各地のチームが一堂に会する迫力！

毎年、悲喜こも
ごものドラマが
生まれる

社会人チームならではの
チームワークが発揮される

全日本選手権大会の頂点は
全国のチームの目標！

ジュニア男子1部（15歳
以上18歳未満の男子）・
ジュニア女子1部（15歳
以上18歳未満の女子）・
ジュニア2部（6歳以上15
歳未満の男女）の3クラス
に分かれて競技を行い、
ジュニアの育成・強化と、
仲間同士の交流を図る

企業や官公庁など職場内のコミュニケー
ションを高めながらプレーを楽しんでい
る社会人（15歳以上の男女）を対象と
し、企業スポーツとしての確立を図る

年齢・性別不問の各都道府
県代表チームと、前回のチャ
ンピオンチームにより、予選
を2次リーグ戦まで設けて行
う、真のチャンピオンシップ
大会

15歳未満、15歳以上65歳未満、65歳以上の3世代で1つの
チームを編成して競技を行うことで、ゲートボールの魅力であ
る世代間交流を図る
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の有効期間は3年。有効期間内にJGUの指定する研修を受
けることで登録が継続できます。
○検定料や登録料は？

○受検申請をするには？
　IGS検定は、都道府県ゲートボール団体、または市町村
ゲートボール団体単位で行っています。受検者募集につ
いては、各都道府県ゲートボール団体（12ページ参照）
にお問い合わせください。

全国大会と地域選手権大会の開催でゲートボールをPR
都道府県予選会への支援で競技力向上を図る！

ゲートボール技能認定制度（IGS）で
国際大会に向け、国内全体の技能レベルを底上げする競技力の向上

　ゲートボール技能認定制度【IGS（Improve Gateball's 
Skill）＝ゲートボールの技能を磨く】は、個人ごとにIGS検
定（下図参照）に挑戦し、合格者をゲートボール技能保持者
として認定する制度です。仲間を助けるプレーヤーを育てる
ため、2008年度からスタートしました。IGS検定の課題はふ
だんの基礎練習の題材ともなり、個人技術のスキルアップに
効果的であることから、引き続き、実施していきます。
　とくに、2012年11月には第6回アジアゲートボール選手
権大会がマカオで開催され、2年後の2014年には第11回世

界ゲートボール選手権大会の日本での開催が決定していま
す。これらの国際大会に向けて、IGS検定を積極的に受検
し、ゲートボール発祥国として海外チームに負けない高い技
能レベルの維持向上に努めましょう。
　2012年度は、技能保持者の登録継続時の講習を通じて、
個々の技能課題に応じた適切な指導ができる検定員を養成し
ます。同時に、IGS-1級技能のさらに上級資格となる「マス
ター」の課題研究を進め、IGS-1級の技能保持者を対象とす
る検定や講習等の課題内容をまとめます。

IGS検定（IGS-1〜3級の共通課題）
※A〜Gの課題ごとに点数が設定されており、合計点によってIGS-1〜3級を決定する。

IGSに挑戦して腕を磨こう！

A. スタート打撃
スタートエリアに設置された3球を打撃し
て第1ゲートを通過し、指定区画内に静止
させる。
B.第２ゲート通過
角度と方向の異なる4球を打撃し、第2
ゲートを通過し、インサイドライン内に静
止させる。
C. センド（送り球）
最初に他球（❸④）をスパーク打撃で、次
に自球（❶②）を打撃して指定区画内に
静止させる。
D. フォースアウト（合わせ球）
角度が異なる3種の合わせ球に挑戦し、い
ずれもスパーク打撃した他球と別の他球
を2球ともアウトボールにする。
E. タッチ
ラインに向かって、距離の異なる2種の
タッチに挑戦し、いずれも自他球ともにイ
ンサイドライン内に静止させる。
F. タッチ通過、通過タッチ
自球❶の❸へのタッチ通過と、自球②の
④への通過タッチを成立させる。
G. 上がり
自球（❶と②）は、他球（❸と④）にスライ
ドタッチしてゴールポールに近づき、他球
をスパーク打撃で上げ、最後に自球も打
撃して上がりを成立させる（2種類）。

（2m）（30cm） （70cm）

（1m）

（1m）

（1.5m）

（1.5m）

（1.5m）

（2.5m）

（2m）

（1m）

（1m）

（1m）

（1m）

（1m） （2m） （2m）
（1m, 1.5m）

（6m）

（1.5m）

（1.5m）

（2.5m）

（1.5m）
（30cm）

（50cm）

（2m）

（4m）

（2m） （2m）

（1.75m）（2.7m）
（50cm）

（2m）（2m）（50cm）

（1m）（2m）

（1m）（2m）

（40cm）

（3.6m）

（1m）

（5m）

（3m）

（3m）

（50cm）

（50cm）（50cm）

（2.8m, 2m, 1.2m）

（1m）（2.5m）

（3m）

C．センド（送り球）

D．フォースアウト
　　（合わせ球）

A．スタート打撃

F．タッチ通過、通過タッチ

G．上がり

E．タッチ

B．第2ゲート通過

※コートは、インサイドライン縦15m・横20mとする。

検定料 登録料 登録継続料
IGS-1 級

1,000円
5,000円

3,000円IGS-2 級 3,000円
IGS-3 級 2,000円

○誰でも受検できる？
　IGSは下表のように区分され、それぞれ受検資格が異なり
ますが、最初に挑戦することになるIGS-1〜3級は、都道府県
ゲートボール団体の会員であれば誰でも受検できます。

○検定に合格したら？
　合格した場合は、点数に応じた区分の技能保持者とし
て登録手続きを行うことができます。IGS-1〜3級の登録

技 能 の 区 分  受 検 資 格
IGSー1級（IGSー1級）  
IGSー2級（IGSー2級） 加盟団体の会員であること 
IGSー3級（IGSー3級） 

2012年度、JGUはどんな活動をするの？

※ただし、2009年度までに登録された方は初回の登録継続料が免除されます。
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ACTIVITY OF JGU 

マカオで11月に開催される
第6回アジアゲートボール選手権大会を支援！

国際オープン大会や海外への普及活動に
日本からチームや選手を派遣！

国際大会の開催&海外普及

　2012年度は4年ぶりに、第6回アジアゲートボール選手権
大会がマカオで11月6日（火）〜8日（木）に開催されるた
め、大会の運営、選手や国際審判員の派遣など、アジアゲー
トボール連合に積極的に協力して大会を成功させます！
　なお、今大会の観戦ツアーが企画されていますので、ぜ
ひ、日本チームの応援を兼ねてご参加ください。詳細は右
ページの広告をご覧ください。
　また、2014年に日本で開催される第11回世界ゲートボー
ル選手権大会の開催地は新潟県に決定しました。

　国際交流活動の一環として、海外へのゲートボール普及を
積極的に展開しています。
　2012年度は、世界ゲートボール連合に協力し、同連合に
加盟している国・地域を中心に、2011年度から改正された
競技規則・審判実施要領の海外への周知を図ります。
　また、本誌5ページに紹介したように、アフリカ大陸でも
普及がはじまるなど、新たな普及地域が増えているので、こ
れらの地域にも競技規則・審判実施要領の周知を図りつつ、
海外で開催される国際オープン大会や海外への普及ツアー
に、日本から協力していただけるチームや愛好者、指導者を
募り、全世界に積極的にゲートボールの輪を広げていきま
す。

2012年のオーストラリア・ゴールドコースト大会ダブルス戦
で優勝した野坂さんご夫妻

海外の仲間と交流できるチャンス！
国際オープン大会や海外普及

に参加しよう

　2012年度後半は、下表のような国際オープン大会と海外普及
が予定されており、参加者を大募集しています。個人でも参加で
きますので、ぜひご検討ください。詳細は（公財）日本ゲートボー
ル連合・総務課（TEL：03-5401-2251　FAX：03-5401-2252　
E-MAIL：info@gateball.or.jp）までお問い合わせください。

期　日 開催地 大会名

8月
6日（月）〜11日（土） 中国・江蘇州 (呉江市 ) 日中ジュニア大会（ジュニア対象）

下旬〜9月上旬 モンゴル・ウランバートル市 普及を目的としたゲートボール交流会

9月
21日（金）〜24日（月） 台湾・苗栗縣 山城杯大会

29日（土）〜10月1日（月） 香港 アジア都市招待ユース選手権大会（ユース対象）

10月
上旬 日本・静岡県（天城ドーム） 第5回ジュニア国際交流オープン大会（ジュニア対象）

29日（月）〜31日（水） 韓国・済州島 済州島特別自治道知事杯国際大会
※詳細は右ページの広告をご覧ください。

海外の大会に参加して、
ゲートボールの楽しさを広めたい

　夫婦で海外の大会に出掛けるようなったのは8年前、
パラグアイへの普及の旅に誘われたのがきっかけでし
た。現地の皆さんはそれはもう熱心で、こちらの説明に
真剣に耳を傾けてくださる。それがとてもうれしくて、
以来、夫婦で訪れた海外は、6回も足を運んだオースト
ラリアはじめ、ブラジル、ロシア、インドネシア、韓
国、台湾、香港、マカオ、モンゴルなど、すべてゲート
ボールの旅で、年に3回は行っています。海外はどこも
ルールやゲームの進め方を必死で覚えようと、大会の合
間にも様々な質問をぶつけてこられ、指導したことをす
ぐに実践して成果を出されるんです。そうすると、こち
らも、皆さんの熱意に応えたいと思うようになり、公認
スポーツ指導者や国際審判員の資格も取得しました。い
までは、世界に仲間ができ、手紙のやりとりも行ってい
ます。11月には、マカオでの第6回アジア選手権大会に
国際審判員として夫婦で参加したいと思っていますが、
以前に訪れてから、マカオの皆さんがどれだけ腕を上げ
られているか、再会が楽しみです。

野坂健二さん・美加子さんご夫妻（広島）



競技を円滑に進める審判員資格取得者を増やし、
2014年に日本開催の第11回世界選手権大会に向けて
国際審判員も養成

国際大会や国民体育大会に向けて
審判技能向上のための審判員研修会を開催

審 判 員の 育成

　ゲートボールを楽しむためには、円滑にゲームを進行する
審判員の存在は欠かせません。そこで、審判員をさらに養成
し、マナーを含めた審判技能の向上に努めます。とくに、現
在、全国の審判員数は下グラフの通りで、60歳未満はわず
か4,763人、全審判員数101,941人の5%にも達しません。
このままでは、ゲートボールの未来は望めません。そこで、
都道府県ゲートボール団体と連携し、ミドル層の新規受験者
の拡大を図りながら、審判員資格試験を実施します。また、
有資格者についても、85歳以上を対象とする永年審判員制
度の紹介なども含め、2011年4月に一部改正した公式競技
規則や審判実施要領の周知徹底を図りながら、登録更新率の
向上に努めます。
　さらに、2014年にJGU設立30周年を記念して日本で開催
する第11回世界ゲートボール選手権大会に向け、世界ゲー
トボール連合が実施する国際審判員の資格試験に協力し、
ゲートボール発祥国である日本を代表する精鋭審判員を養成
して、国際審判員の資格取得者を拡充します。

　前記のように、2014年には第11回世界ゲートボール選手
権大会が、そして2015年にはゲートボールがはじめて公開
競技となる第70回国民体育大会（和歌山国体）が開催され
るため、審判技能のさらなる向上が強く求められています。
また、2011年度のルール改正により、ゲートボールはダイ
ナミックな競技へと生まれ変わり、審判員にはいっそう機敏
な動きや公正な判定が要求されています。そこで、審判技能
向上のための「審判員研修会」を開催するとともに、審判員
制度全体を見直し、様々な改革を行いながら、審判員技能向
上に向けた環境を整備していきます。

○受験資格は？
　年齢が60歳以下の最上級審判員（日本の場合は1級審
判員）を基本としますが、都道府県ゲートボール団体長お
よびJGU会長の推薦に基づき、世界ゲートボール連合が
認めれば、61歳以上でも受験資格が与えられます。
○資格を取得するには？
　国内で実施される指定講習会を受講し、資格試験に合
格すると資格を取得できます。指定講習会や資格試験の
開催については、各都道府県ゲートボール団体（12ページ
参照）にお問い合わせください。
○登録の有効期間は？
　4年です。登録を更新するには、有効期間が満了する年
度内に更新手続きを行います。
○受験料や登録料は？

国際審判員の経験はゲートボールに
対する視野を広める絶好の機会！

　ゲームを楽しむためには審判員が必要ですから、そ
の役割もしっかり努めたいと、2002年に3級審判員の資
格を取得してから最短で1級を取り、2006年に国際審判
員の資格を取得しました。
　そして、2010年、中国上海市で開催された第10回世
界選手権大会ではじめて国際審判員を務める機会を得
ました。まず、安心したのが、国内で審判をするとき
と同様に日本語で違和感なく審判を務めることができ
た点です。また、上海大会では、決勝トーナメント戦
に入ると対戦チーム以外の国の審判員が審判を担当す
るシステムで、決勝戦の主審に決定したのは、なんと
ゲームがはじまる30分前！　かなり緊張しましたが、
晴れの大舞台で審判を務めたことをたいへん誇りに
思いました。また、国際審判員の経験を通してゲート
ボールに対する視野を広げることができたようにも感
じています。

審判 1級男性

審判 1級女性

審判 2級男性

審判 2級女性

審判 3級男性

審判 3級女性

91歳～100歳

86歳～90歳

81歳～85歳

76歳～80歳

71歳～75歳

66歳～70歳

61歳～65歳

56歳～60歳

51歳～55歳

46歳～50歳

41歳～45歳

36歳～40歳

31歳～35歳

26歳～30歳

21歳～25歳

16歳～20歳

0歳～0歳

0 10000 20000 30000人

2011年度審判員登録人数（年齢別・男女別・級別）

国際審判員の資格を取得して
夢の大舞台に立とう！

国際審判員

阿部忠孝さん
（新潟）

受 験 料 15,000 円
登 録 料 20,000 円
登録更新料 16,000 円
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第10回世界選手権
大 会 の 決 勝 戦 で 主
審を務める阿部さん
（中央）
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2012年度、JGUはどんな活動をするの？

会員の皆様の普及協力に感謝と敬意を表する
2015年からは公開競技としての参加が決定！
引き続き、正式競技種目としての参加を目指す！

　ゲートボールの普及振興に顕著な功績のあった方を都道府県
ゲートボール団体の推薦により表彰するほか、JGUの各種活動
に業績のあった都道府県ゲートボール団体を表彰することで、今
後の普及活動への励みにしていただいております。
①ゲートボール功労者表彰
　ゲートボールの一切の活動につき、顕著な功労のあった方を
表彰（2011年度は43人を表彰）。
②健康功労者表彰
　会員として長年、健康の維持に努め、ゲートボールの普及に功
労のあった70歳以上の方を表彰（2011年度は285人を表彰）。
③審判員功労者表彰
　1級審判員を対象に、3級から10年以上、審判実務・競技運営
に携わり、ゲートボールの普及振興に顕著な功績のあった方を表
彰（2011年度は237人を表彰）。
④加盟団体表彰
　会員数、審判員数、全国大会の参加率などを基準に、ゲート
ボールの普及に努め、JGUの各種活動に業績のあった都道府県
ゲートボール団体を表彰（2011年度は上位3団体と部門1位団体
を表彰）。

　国民体育大会への正式競技種目としての参加はゲートボール
界全体の長年の悲願となっています。現在はデモンストレーショ
ン競技として参加していますが、以前からの活動の成果により
2015年の第70回大会（和歌山県）からは公開競技としての参加
が決まっています。
　しかし、公開競技は、総合得点の対象にならないなど、正式
競技種目への待遇と比較すると、雲泥の差があります。そこで、
正式競技種目採択に向けて、愛好者の皆様をはじめ、都道府県
ゲートボール団体、ゲートボール振興議員連盟などの協力を得な
がら、今後も、文部科学省、公益財団法人日本体育協会、都道府
県体育協会へ積極的に働きかけていきます。

その他、こんな活動もしています！
 功労者等の表彰 国民体育大会の

正式競技種目採択のための活動

専門番組『スーパーゲートボール』では選手たちのインタビューもおなじみに

ホームページや情報誌、テレビ等の
メディアを通して最新情報を提供

自身の健康とフェアプレーの精神を守るため
アンチ・ドーピングについての理解・知識を深めよう！

　本誌8ページにご紹介した「JGU公式ホームページ」を随時更新
して、ゲートボールに関する最新情報の伝達に努めます。また、本
誌のようなゲートボール情報誌を発行し、広く情報を提供します。
　さらに、ゲートボール専門番組『スーパーゲートボール』の放映
を継続し、2012年度も全国大会を中心に、ゲームの模様などを
お届けし、ゲートボールの魅力を伝えていきます。なお、当番組の
視聴方法などについては、2ページの広告をご覧ください。

　JGUは、世界各国のスポーツ競技団体と足並みを揃え、
競技者の健康を守り、フェアプレーの精神を遵守し、反社会
的な行為を防ぎ、スポーツ団体としての重要な役割を果たす
べく、ドーピング防止規程を制定し、公益財団法人日本アン
チ・ドーピング機構（JADA）に加盟してアンチ・ドーピン
グ活動を推進しています。
　アンチ・ドーピングのためのドーピング検査がいずれ実
施されるため、すべてのプレーヤーがアンチ・ドーピングに
ついての理解・知識を深め、ドーピング防止に努める必要
があります。ふだんの生活から、下記のような項目について
チェックし、ドーピング防止活動に努めましょう。

□ドーピング防止活動について意識していますか？

□常に自分の口に入れるものに対して、注意していますか？

□薬に関する問い合わせ先の確認のため、「薬剤師ドーピング

ホットライン」を確認していますか？

□病気やケガで病院へ行くときに「禁止物質と禁止方法」を

確認していますか？

□自分がドーピング検査の対象になる可能性があることを、主治

医に伝えていますか？

□処方された薬に禁止物質が含まれていないか、「禁止物質と禁

止方法」について、医師や薬剤師に確認していますか？

※ドーピング防止に関する詳細はJADAのホームページをご覧く
ださい。http://www.playtruejapan.org/

 広報活動

 ドーピング防止活動
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2012年
オープン大会
カレンダー

全国から誰でも参加で
きる大会、地域限定の
ユニーク大会、リレー
ション大会など、気軽
に参加できるオープン
大会をピックアップ！

8/24（金） 9/5（水）〜 6（木） 9/6（木）〜7（金） 9/9（日）

第26回日本海
ゲートボール親善大会
秋田県男鹿市
OGAマリンパーク

“なまはげ”で有名な、三
方を日本海に囲まれた自然
豊かな男鹿半島で開催。全
国から50チームを募集。　

競　リーグ戦
料　1チーム3,500円
締　8/5頃を予定
問　日本海ゲートボール親善

大会実行委員会・松村
TEL0185-24-6218

第8回全国親善
ゲートボール石和大会
山梨県笛吹市
花鳥の里スポーツ広場

“フルーツと温泉の街”笛
吹市で開催。宿泊は湯の
国・山梨で最大規模を誇
る石和温泉。全国から200

チームを大募集。　　　　

競 　リーグ戦、クラス別
トーナメント戦

料　1チーム6,000円
　（宿泊料等別途1人1万円

〜1万8,000円）
締　8/10
問　石和温泉旅館協同組

合TEL055-262-3626　
FAX055-263-4812

第14回西日本交流
ゲートボール大会
鳥取県湯梨浜町
東郷湖羽合臨海公園
多目的広場

西日本を中心に全国どこか
らでも参加できる。宿泊は東
郷湖畔の癒しの温泉地・は
わい温泉、または世界屈指
のラジウム泉・三朝（みささ）
温泉。バスによる送迎もあ
り。気軽に問い合わせを。
申込締切等は未定。　　　
　　
問 　きなんせ鳥取予約セ

ンター鳥取営業所　
TEL0800-300-3820

　 （フリーダイヤル）

第7回夫婦ペアー親善
ゲートボール大会
福井県鯖江市
鯖江市運動公園陸上競技場

夫 婦 ペ ア に よ る リ レ ー
ション-2（ダブルス）大
会。夫婦のうち、どちら
か1人が、全国の各都道
府県ゲートボール加盟団
体会員であれば参加でき
る。全国から80チームを
募集。　　　　　　　　
　　
競　予選リーグ戦、

決勝トーナメント戦
競　1チーム3,000円
締　8/25
問 　鯖江市ゲートボール

協会事務局長・大辻
　TEL090-9768-4932

9/21（金）〜22（祝） 9/29（土）〜30（日） 10/2（火） 10/6（土） 10/24（水）〜25（木）

第33回かかしカップ争奪
全国交流ゲートボール大会
山形県上山市
上山市ゲートボール場

500体を超える個性的なか
かしが展示される「かみの
やま温泉全国かかし祭」に
あわせて開催される大会
で、全国から30チームを募
集。宿泊はかみのやま温
泉。プレーとともに“かか
し観光”や温泉も楽しめ
る。　　　　　　　　　　

競　5チーム総当たり戦
料　1チーム3,000円
　 （宿泊料別途1人7,000円）
締　9/10
問　大会事務局・石山正明
　　TEL090-3360-5684

第16回高野山親善ゲート
ボール大会
和歌山県高野町
町営ゲートボール場&
森林公園スポーツ広場&
高野山大学グラウンド

全国から誰でも参加できる
大会で、全国から72チームを
募集。プレーと世界遺産・高
野山をダブルで堪能できる。

競　リンク戦
料　1チーム3,000円
　（宿泊料等別途1人1万円）
締　9/15
問　高野山観光協会内中の

橋案内所　高野山親善
ゲートボール大会事務局
島　TEL0736-56-2653

第29回火の国全国ゲート
ボール大会
熊本県益城町
町民グラウンド

熊本市東部に隣接する益城
町で開催され、全国から
120チームを募集。例年、
韓国チームなど海外からの
参加もあり、気軽に国際交
流が楽しめる。　　　　　
　　　　　
競　リーグ戦
料　1チーム3,000円
締　8月下旬
問　熊本県ゲートボール連

合内　大会実行委員会
TEL＆FAX096 -285 -
4981

健祥会カップ争奪東四国国
体記念第20回四国オープ
ンゲートボール選手権大会
香川県高松市
高松市ホタルと文化の里運
動場

四国地域4県のゲートボール
加盟団体会員であれば誰で
も参加でき、84チームを募
集。緑豊かな山々に囲まれ
た会場で快適にプレーでき
る上、参加料金はなんと無
料！　申込締切等は未定。

問　健祥会バーデン内「四
国オープンゲートボー
ル選手権大会事務局」
TEL087-893-1220

　　FAX087-893-1160

第22回篤姫杯九州女子
ゲートボール選手権鹿児島
大会
鹿児島県霧島市
国分運動場

九州各県のゲートボール
加盟団体女性会員を対象
と し た 女 子 大 会 で 、 監
督・コーチ・主将もすべ
て女性限定。最大80チー
ムを募集。　　　　　　 

競　予選リーグ戦、
　　決勝リーグ戦
料　1チーム3,000円
締　10月初旬
問　鹿児島県ゲートボー

ル協会
TEL099-296-9602　
FAX099-296-9603

11/3（祝） 11/6（火）〜7（水） 11/14（水）〜15（木） 11/21（水）〜22（木） 12/8（土）〜9（日）

第23回冠
かんむり

杯
ゲートボール大会
福井県池田町
町民グラウンド

“21世紀に残したい自然
100選”にも選ばれた奥美
濃唯一の岩峰・冠山の雄大
な景観を楽しみながらプ
レーできる大会。全国から
90チームを募集。　　　　

競　予選リーグ戦、
決勝トーナメント戦

競　1チーム3,000円。
問　池田町ゲートボール

協会事務局・
内藤重美　
TEL&FAX0778-44-6876

（携帯090-2374-5150）

廿日市市長杯第29回全国
親善ゲートボール大会
広島県廿日市市
宮園公園

今回で29回目を迎える伝
統と由緒ある大会で、全国
から80チームを募集。当日
は、会場で地元特産物や
ゲートボール用品が販売さ
れるほか、お楽しみ抽選会
も予定。　　　　　　　　

競　1チーム3,000円
競　10月中旬
問   ㈱本郷　

ゲートボール大会係　
TEL0829-32-3000

第22 回 薩 長 土 肥ゲート
ボール大会
山口県山口市
山口きらら博記念公園　
多目的ドーム

幕末、薩長土肥の志士たち
の奔走により近代日本の夜
明けがもたらされたことか
ら、鹿児島、山口、高知、
佐賀の4県のゲートボール
加盟団体会員を対象とした
交流大会。開催地は毎年4

県で持ち回りされ、今大会
は山口県が担当する。申込
締切等は未定。　　　　　

問　山口県ゲートボール協会
TEL0836-65-3161

第26回瀬戸内海オープン
ゲートボール大会
兵庫県豊岡市
県立但馬ドーム

毎年、全国から多数のチー
ムが出場し、2012年度の有
終の美を飾るべく盛大に挙
行される。「第12回近畿地
区女子ゲートボール選手権
大会」と同時開催。宿泊は
但馬の温泉郷「湯村温泉」
または会場直近の「神鍋」
の宿。申込締切等は未定。

問　兵庫県ゲートボール連合
TEL079-292-8900

第9回サン・ナンタン串本
ゲートボール大会
和歌山県串本町
サン・ナンタンランド　
多目的グラウンド

本州最南端に位置し、冬
でも温暖な気候の串本町
で開催される。全国から
60チームを募集。上位入
賞チームに地元特産の伊
勢エビが贈られるほか、
コート賞やブービー賞に
も金柑やジャムなどの地
元特産物を予定（変更の
場合あり）。　　　　　 

締　10月上旬
問　大会事務局・松田眞知

TEL0735-67-8027

参加チームを大募集！

アイコンの見方
競　競技方法
料　参加料
締　申込締切
問　問い合わせ先
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第25回記念発祥の地杯全国ゲートボール大会
9/1（土）〜2（日） 北海道芽室町　芽室南公園運動広場（芽室町健康プラザ）

〜東日本大震災被災地を応援しよう！〜
第17回JLC杯スーパーゲートボール大会
12/8（土）〜9（日）　静岡県伊豆市　天城ドーム

5人制クラス、3人制クラス（リレーション-3）
大会を同時開催！
　ゲートボール専門番組『スーパーゲートボール』を制
作・放送している株式会社日本レジャーチャンネル（略
称JLC）主催のオープン大会が開催されます。今回は5人
制クラスの大会だけでなく、3人制クラス（リレーション
-3）の大会も同時に開催されます。また、今大会は“東日
本大震災 被災地を応援しよう！”ということで、参加料
の一部は東日本大震災支援基金（日本財団）へ贈られま
す。さらにチーム内にり災証明書をお持ちの方がいらっ
しゃる場合は参加料が無料となりますので、被災地の愛
好者の方々もぜひご参加ください！
参加資格：公益財団法人日本ゲートボール連合の都道府
県ゲートボール加盟団体会員及び主催者がとくに認めた
チーム　
参加料：5人制クラス（1チーム）10,000円、

3人制クラス（1チーム）6,000円
※交通・宿泊などの諸費用は各チームで負担。
※チーム内にり災証明書をお持ちの方がいる場合は参加

料を免除します。
※参加料の一部は東日本大震災支援基金として日本財団

へ贈られます。
チーム数：64チーム（5人制クラス：32チーム、

3人制クラス：32チーム）
※応募多数の場合は、申込み状況を考慮し、主催者にて

決定のうえ、ご連絡します。
※天災や、その他の事情により、大会を中止する場合も

ありますのでご了承ください。
チーム構成： 
≪5人制クラス≫ ※年齢・性別は問わない
○チームは、5名の競技者および3名以内の交代競技者に
よって構成し、うち1名を主将とする。

　ゲートボール発祥の地・芽室町で開催される歴史ある
大会では、全国から最大110チームを募集！
　大会前日の8月31日（金）夜には、芽室町自慢の食材
が盛りだくさんに提供され、全国各地から参加するチー
ムと交流できる人気のレセプションも開催されます。
　ベストシーズンの北海道の大地で思いっきりプレーを
楽しみましょう！

チームには、専任の監督を1名置くことができる。
≪３人制クラス≫ ※年齢・性別は問わない
○チームは、3名の競技者および2名以内の交代競技者に
よって構成し、うち1名を主将とする。
チームには、専任の監督を1名置くことができる。
競技方法：クラス別に予選リーグ戦を行ったあと、上位
チームによる決勝トーナメント戦を行い、順位を決定す
る。
応募方法：下記5項目を記載の上、応募してください。
①チーム名
②5人制または3人制の明記
③代表者の氏名と年齢、連絡先
（住所、電話番号・FAX番号）
④メンバー表（全員の氏名・年齢を明記）
⑤チームの実績と特徴
※り災証明書をお持ちのメンバーがいらっしゃる場合

は、お持ちの方全員分のり災証明書の写し（コピー）
を同封してください。

応募締切：平成24年11月2日（金）必着
※出場チームには開催要綱等を平成24年11月下旬発送

予定。
応募先：
〒108-0022　東京都港区海岸3-3-18　
芝浦日新ビル本館2F
株式会社スーパープランニングオフィス内
「第17回JLC杯スーパーゲートボール大会」運営事務局
（担当 菊池・大津）
TEL：03-5419-3082　FAX：03-5419-3039　
Eメール：gateball@spgroup.co.jp

競　予選リーグ選、クラス別リーグ戦、
　　決勝トーナメント戦
料　1人1,200円
　 （レセプションは任意参加で別途1人1,000円）
締　7/31（火）
問　芽室町役場商工観光課内　大会事務局　
　　TEL：0155-62-9736　FAX：0155-62-9920　
　　Eメール：s-kankou@memuro.net

ベストシーズンの北海道を満喫できる
全国規模のオープン大会
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株式会社ロンウッド
〒 939-1626　富山県南砺市法林寺 518

TEL：0763-52-0400　FAX：0763-52-3980

有限会社福島木工所
〒 860-0823　熊本県熊本市中央区世安町 36 
TEL：096-364-8050　FAX：096-362-5988

○スティックのヘッドにこだわりを持ち、超軽量ヘッドを誕生させた実
績あり。工場併設のため、オーダーメイドにも迅速に対応。各種用品
を工場内の販売コーナーで購入することもできる。

○ゲートボール黎明期から、普及にも尽力してきた老舗メーカー。現
在、上級者向けのカーボンシャフトによるツーピース・スティックを開
発中。

　日本ゲートボール認定用品工業会に加盟している全14社の
メーカーと、各社おすすめのゲートボール用品をご紹介しま
す。掲載した品（下の日めくりカレンダー含む）は、同封のア
ンケートに答えていただいた方の中から抽選でプレゼント！　
希望品をお選びになり、下記の応募方法により、ご応募くださ
い。なお、価格はすべて税込です。

全国の用品ブランド&イチ押しモデルを紹介！

自分に合うシャフトの長さとは？

雨天で使用した
スティックのお手入れ方法

同封のアンケートに
答えていただいた方の中から

抽選で希望する用品を
プレゼント！

GATEBALL GOODS 

プレ ゼントの 応 募 方 法
　同封のアンケート用紙のすべての項目にご回答いただき、
「プレゼント希望品」欄に希望品のアルファベット記号（A〜
M、希望サイズ等も明記）と住所・氏名等を明記し、下記まで
お送りください。締め切りは2012年8月31日（金）必着。当選
者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募いただく際にお預かりする皆様の個人情報は、賞品送付
のために使用するものです。個人情報は厳重に管理し、他の目的
に使用したり、第三者に提供することはありません。
応 募 先

○ファックスの場合
　FAX：03-5401-2252
○郵送の場合

アンケート用紙を封筒に入れ、下記まで郵送してください。
〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-4-10　虎ノ門35森ビル7階
公益財団法人日本ゲートボール連合

「ゲートボールNaviアンケート」係
○E-MAILの場合

件名に「ゲートボールNaviアンケート」と明記して、アン
ケートの各質問番号と回答、プレゼント希望品のアルファ
ベット記号（A〜M、希望サイズ等も明記）、住所、氏名、
年齢、電話番号、E-MAILアドレスを明記して、下記アドレ
スに送信してください。
info@gateball.or.jp

●プレゼント応募やアンケートについての問い合わせ先
公益財団法人日本ゲートボール連合・総務課　
TEL：03-5401-2251

100歳にして現役医師として診察に
あたる聖路加国際病院理事長・日
野原重明先生による“今日をよく生
きるために”のオリジナル語録がイ
ラストとともに日ごとに収録されて
いるカレンダーをプレゼント！　
●サイズ／縦21×横20㎝　
●1,200円●『日めくりカレンダー』の
問い合わせ／「新老人の会」事務局
（一般財団法人ライフ・プランニン
グ・センター）TEL：03-3265-1907

　シャフトの長さは、打撃フォームによって変わりますが、
基本的なストローク打法の場合、身長に合わせて、下表を
目安に選ぶことができます。また、実際に構えてみて、グ
リップの先端がおへその下あたりまでくる長さが適正と言
えるでしょう。

　雨天のプレー後は、必ず、スティックの水分を拭き取り、
陰干しをするようにしましょう。とくに、伸縮するタイプの
ロックジョイントが雨で濡れたときは、外して乾かしてくだ
さい。ヒビによる故障を防ぎ、より長く使うことができます。

プレゼント

A
豆知識❶

豆知識❷

『日野原重明先生の日めくりカレンダー』
もプレゼント！
20名様

身長（cm） 155 165 175
シャフトの長さ（cm） 75 83 〜 84 90
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株式会社サン　　　　　　　　　　　　  
〒955-0093　新潟県三条市下須頃5-1
TEL：0256-33-3749　FAX：0256-33-3754

株式会社シャトル　　　　　　　　　　  
〒 915-0801　福井県越前市家久町 87-21-1
TEL：0778-23-1188　FAX：0778-22-7091
E-MAIL：info@shuttle-corp.co.jp
URL：http://www.shuttle-corp.co.jp/

株式会社サンシャインスポーツ　　　　  
〒 390-0851　長野県松本市島内 5330

TEL：0263-47-1577　FAX：0263-47-6945
E-MAIL：info@sunshineace.co.jp
URL：http://www.sunshine-sport.com/

コントロール重視の
ツーピース・スティック

『ジュラルミンヘッド　スティック』
2万6,250円　1名様

限定5本生産の
ツーピース・スティック

『GK-TR4100P3』
4万2,000円　1名様

シャフトの弾力性を3段階から選べる
ツーピース・スティック

『R22-2F8』　
2万0,370円　1名様

最長95㎝まで伸びるロング型
ツーピース伸縮スティック

『ナビキング　NFP-224L』
2万4,780円　1名様

コンパクトに収納できる
スリーピース伸縮スティック

『コンパクトズームスティック　
 カーボン850』
オープン価格　1名様

○スティックからシューズ、帽子、ウエアまで北
信越地域を中心に販売している。迅速な対応と、
営業マンの人柄に自信あり！ ○スティックとデジタルギア（タイムスコアー）を中

心に手がけ、スティックはシャフトバランスと低反発
フェースに力を入れた商品開発をしている。

○1人だけのオリジナルスティックの製造にも対応。
とくに、最近関心の高いグリップは50㎜径の丸グ
リップや55㎝長のグリップ等、各種類を用意。

※応募の際は、希望するシャフトの
サイズを明記

軽くて反発力が強いジュラルミン
ヘッドと、太めで柔らかく方向を決
めやすいグリップが特徴。

短い距離が安定するシャ
フトで、ヘッドは柔らかい
打撃感が特徴。初心者
からレベルの高いプレー
ヤーまで幅広く対応。

ヘッドは二面カットのため方向性が
つかみやすく、硬い素材でしっかり
ヒットする。

フェース面が強化されているアルミ合
金ヘッドと、手になじみやすい感触の
細めのグリップを使用。

※ 応 募 の 際
は、希望する
ヘッドの重量
とカラー、シャ
フトのサイズ
を明記

※応募の際は、希望するヘッド
の重量とカラー、シャフトの弾
力性とサイズとカラーを明記

※応募の際は、希望する
ヘッドとグリップの各カ
ラーパターンを明記

ヘッド

素　材 フェース：ジュラルミン
ボディー：アルミ合金

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×20㎝
重　量 450g
カラー ブラック

シャフト
素　材 カーボン

サイズ 100㎝までの間で1㎝刻
みでオーダー可能

カラー ブラック
グリップ
ジャンボ

ヘッド

素　材 フェース：MCナイロン
ボディー：冷間鍛造アルミ合金

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×20㎝

重　量 385〜480gの間で5g単
位でオーダー可能

カラー ワイン、ブラックの2色
シャフト

素　材 テクニカルスーパーカーボン（硬め）

サイズ 9 5 ㎝まで 1㎝ 刻 みで
オーダー可能

カラー ピンクのみ
グリップ
太め、ピンクカラーのジャンボ

ヘッド

素　材 フェース：ジュラルミン
ボディー：アルミ合金

重心バランス ノーマル
サイズ
重　量

45㎜径×20㎝（400g、
420g、450g）の計3タイプ

カラー ピンク、黒、赤、青、
緑、紫の6色

シャフト
素　材 スーパーハイカーボン

弾力性 S（かため）、R（標準）、L
（やわらかめ）の3タイプ

サイズ 10 0㎝まで1㎝刻みで
オーダー可能

カラー
ピンク、黄、オレンジ、パー
ル、金、黒、緑、青、紫、赤
の10色

グリップ
ウィン角型ラバー

ヘッド
素　材 アルミ合金7075

重心バランス ノーマル
サイズ 45mm径×20cm
重　量 445g

カラー
ゴールドをベースにレッ
ド、ブラック、ブルーの3

パターン
シャフト

素　材 カーボン
サイズ 75〜95㎝まで調整可能

グリップ
パター型

カラー 黒／ワイン、シルバー
／黒の2パターン

ヘッド
素　材 アルミ合金

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×20㎝
重　量 500g

カラー シルバー（フェース面は
ブラック）

シャフト
素　材 カーボン
サイズ 65〜90㎝まで調整可能
カラー シルバー

グリップ
形　状 丸型
素　材 皮巻

プレゼント
B

プレゼント
C

プレゼント
D

プレゼント
G

株式会社ニチヨー　　　　　　　　　　  
〒 326-0831　栃木県足利市堀込町 2541

TEL：0284-73-1611　FAX：0284-73-1133
E-MAIL：gb-gg@nichiyo-t.jp
URL：http://nichiyo.ne.jp/

株式会社ティエヌケイ　　　　　　　　  
〒 350-0056　埼玉県川越市松江町 1-12-8
TEL：049-222-0157　FAX：049-225-7379
E-MAIL：info@tnk-gb.co.jp
URL：http://www.tnk-gb.co.jp/

株式会社ウシクボ　　　　　　　　　　  
〒 131-0032　東京都墨田区東向島 6-15-7

点数表示部分が大きくて見やすい得点計算機
『得点王　TO-2』
8,400円　
5名様

○ゲートボール用品のすべてを取り扱い、使いやす
く特徴ある製品開発と、迅速な製品供給を心がけ
る。スティックはオーダーメイドにも対応。新製品
掲載のカタログを希望する方には送付可能。

○ゲートボール用品のすべてを取り扱い、とくにス
ティックは、素材、サイズ、カラーなどのバリエー
ションが豊富。迅速なオーダーメイドへの対応や丁
寧なアフターケアにも定評あり。

○釣り具などを製造する金属プレス加工メーカーと
して出発した経験とノウハウを生かし、ヘッドとシャ
フトをつなぐ「十字ロック」などを開発。シャフトの
金属仕上げなど、細部にわたる“丁寧な仕事”を心が
けている。

プレゼント
E

プレゼント
F

丈夫で高品質な大型液晶パネルを使用し、点数表
示部分が従来品の1.2〜1.6倍と大きく見やすいのが
特徴。さらに、画面の仕切ラインが液晶表示のた
め、影が映らず数字が見やすい。競技時間変更可
能。10秒ルールとアウトボールに対応。オートオ
フ機能付き。日本製。●サイズ／縦63×横92㎜、
表示部分34×62㎜



26

コクサイ株式会社　　　　　　　　　　  
〒 339-0022　
埼玉県さいたま市岩槻区高曽根 732-1
TEL：048-798-0990　FAX：048-798-0999
E-MAIL：info@kksi.co.jp
URL：http://www.kksi.co.jp/

井上工業株式会社　　　　　　　　　　  
〒 679-0211　兵庫県加東市上滝野 1613

TEL：0795-48-4223　FAX：0795-48-2354
E-MAIL：info@itec-i.co.jp
URL：http://itec-i.co.jp/

株式会社本郷　　　　　　　　　　　　  
〒 738-0021　広島県廿日市市木材港北１－４
TEL：0829-32-3000　FAX：0829-32-3001
E-MAIL：info@hongo-web.com
URL：http://hongo-web.com/

有限会社やるき産業　　　　　　　　　  
〒 861-4211　熊本県熊本市南区城南町 1048-2
TEL：096-428-5955　FAX：096-428-6756
E-MAIL:yaruki-pwr@kmj.biglobe.ne.jp

株式会社サンラッキー　　　　　　　　  
〒 537-0012　
大阪府大阪市東成区大今里 3-12-23
TEL：06-6981-4626　FAX：06-6981-6740
E-MAIL：info@sunlucky.jp
URL：http://www.sunlucky.jp/

羽立工業株式会社　　　　　　　　　　  
〒 431-0421　静岡県湖西市新所３
TEL：053-578-1501　FAX：053-578-2724
URL：http://www.hatachi.jp/gateball/

身長150〜160㎝の選手向きの
ツーピース・スティック

『カーボンシャフト　SW-1C』
1万8,900円　2名様

重量バランスがとれたツーピース伸縮スティック
『No.25P44　
カーボン2ピースズームスティック』
2万5,725円　2名様

中級者向けのツーピース・スティック
『2ピース型スーパーハイカーボ
ンスティック　SH-1161』 
1万8,900円　1名様

自分で着色して世界に一つだけのシューズに!!
『サニーデェイⅡ　黒』
6,500円　2名様

柔らかい打撃感が特徴の強化木
ヘッド使用のツーピース・スティック

『SG-711』
１万8,900円　2名様

声でおしらせ！ しゃべるデジタルチームタイマー
『GH9000』　
1万3,440円　
1名様

○ゲートボール用品を全国のスポーツ用品取扱店で
購入できるように働きかけている。取扱用品は、ス
ティック、バッグ、ウエアーなど多岐に渡り、品質とデ
ザインの向上に力を注ぐ。

○スティックは素材加工から組み立てまでをすべて自
社工場で行っており、オーダーメイドにも対応してい
る。また、自社ホームページでインターネット販売も
行っている。

○スティックのデザインやカラーリングを工夫し、
良い製品を安価で提供したいとネットショプも開
設。オーダーメイドにも対応している。

○大会会場などでの直接販売にこだわりのあるメー
カー。近年はシューズにも力を入れており、アキレス
製にこだわった、高品質で軽く履きやすいシューズを
開発している。

○スティックから大会用品まで多岐に取り扱う。ス
ティックはオーダーメイドにも対応。1セットで10

人が楽しめるセット品も普及用品として好評だ。

○大会用品のほか、小物も充実。中でも、デジタル
チームタイマーと、長年培ってきたプラスチックの
加工技術を生かした耐久性のあるボールはロングセ
ラー商品となっている。

「打撃時の方向性の安定」を考えて
開発された、ジュニアや女性向きのス
ティック。

軽量シャフトに最適な重さのヘッドを
セット。十字接続タイプ。

ハードヒット時の衝撃を和らげ、
フィット感抜群の安定した強いグリッ
プ力を発揮。

軽量でワイド設計のゲートボール専用シューズ。通
気性に優れ、オールシーズンOK。シンプルにこのま
ま履いてもよし、付属のペイントマーカー（3本付）で
オリジナルの色をデザインしてもよし！　●素材／
アッパー＝合成皮革（サイドはナイロンメッシュ）　
ソール＝軽量ウレタン　●カラー／黒　●サイズ／
22.5〜27.0cmの間で5mm刻みでサイズあり

※応募の際は、希望するヘッドのカ
ラー、シャフトのサイズを明記 ※応募の際は、希望するヘッドとシャ

フトの各サイズと各カラー、グリップ
のカラーを明記

自由に着色デザイン
が可能。ペイントマー
カーは別売りもある

※応募の際は、希望するシャフト
の長さとカラーを明記

強化木ヘッドは耐久性を高め、グリップ
は表面のうねりで握りの感覚を意識でき
る。専用ケース付（シャフトのサイズが90

㎝以上はケースなし）。

競技の時間経過を大きな音声で知らせ、残り時間を
デジタル表示する。放送機器と接続すれば、スピー
カー放送できるので大会に最適。3電源方式（単1

電池4本＝別売、家庭用アダプタ電源、カーバッテ
リー）。電池交換時期も声で知らせてくれる。
●サイズ／幅12.5×奥行９×高さ17.5cm

ヘッド
素　材 アルミ

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×18㎝
重　量 450g
カラー グレーメタリック

シャフト
素　材 カーボン
サイズ 75㎝
カラー グレーメタリック

グリップ
形　状 パター型
素　材 ラバー

ヘッド

素　材
フェース：7075超々硬
ジュラルミン
ボディー：アルミ

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×20㎝
重　量 420g

カラー レッド、シャンパンゴー
ルド、ブラックの3色

シャフト
素　材 カーボン

サイズ

Sサイズ（約76〜88㎝の
間で調整可能）、Lサイズ
（約82〜97㎝の間で調
整可能）の2タイプ

カラー 選択したヘッド色と同色
グリップ
波型ラバー

ヘッド

素　材 フェース：ジュラルミン 
ボディー：アルミ合金

重心バランス ノーマル
サイズ
重　量

45㎜径×20㎝・440g
40㎜径×20㎝・420g

カラー ブルー、ブラック、
レッドの3色

シャフト
素　材 スーパーハイカーボン

サイズ 60〜100㎝まで1㎝刻み
でオーダー可能

カラー ブルー、ブラック、
レッドの3色

グリップ
形　状 凹凸太丸型レザーグリップ
素　材 ポリウレタン＋EVA 

ヘッド
素　材 強化木

重心バランス ノーマル
サイズ 45㎜径×20㎝
重　量 450g
カラー ブラック

シャフト
素　材 カーボン

サイズ 65〜95㎝の間でオーダー
可能

カラー ブラック、ワインの2色
グリップ

形　状 パター型（片面ストレート）
素　材 ラバー

プレゼント
H

プレゼント
K

プレゼント
L

プレゼント
M

プレゼント
I

プレゼント
J

G
A

T
E

B
A

L
L

 G
O

O
D

S

※プレゼント商品は23 .5㎝
と2 5 . 5㎝のみ。応募の際
は、希望するサイズを明記


