
令和５年度 中越地区中学校体育大会夏季大会 全体要項 

 

１ 主  催   新潟県中学校体育連盟  中越地区中学校体育連盟 

２ 主  管   開催郡市中学校体育連盟 

３ 後  援   開催市町村教育委員会  開催市町村スポーツ協会・体育協会 

各競技団体  新潟日報社 

４ 競技種目   陸上競技、水泳競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、体操競技、新体操 

         バレーボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、柔道、剣道 

５ 期日・会場  別紙参照 

６ 競技方法   各競技別要項による。 

７ 参加資格 

⑴ 選手は、当該校の校長が承認した生徒であること。もしくは、新潟県中学校体育連盟へ参加認定 

を申請し、承認された団体に所属している中学生であること。 

⑵ 大会参加は、全競技を通じて１人１競技とすること。 

⑶ 認定された地域スポーツ団体は、活動本拠地のある郡市から参加すること。 

  ⑷ 全国大会に定められている〔参加資格の特例〕については，本大会にも準用する。 

⑸ 引率者・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員であること。但し，引率者監督の特例につい 

ては，〔県大会への外部引率者の特例細則の規定〕通りとする。コーチ・マネージャー、外部指導者 

の登録については，競技別要項を参照する。 

⑹ 中学校教員は他校の外部指導者（コーチ）にはなれない。 

⑺ 合同チームの編成については〔県中体連の規程〕通りとする。 

８ 表  彰 

 ⑴ 団体競技：① 各種目とも３位まで賞状を授与する。 

        ② 団体１位、リレー１位のチームに個人賞状を授与する。 

 ⑵ 個人競技：各競技とも、８位以内に賞状を授与する。但し、柔道は３位まで賞状を授与する。 

９ 参加申込み 

 ⑴ 競技要項、申込書、外部指導者承認書、保護者・外部指導者引率報告書等は、新潟県中学校体育連 

盟のホームページからダウンロードすること。 http://niigata-chutairen.jp/annai/chiku02.html 

 ⑵ 参加校代表者は、中越地区中体連事務局に夏季大会申込書（全体）を提出する。 

【令和５年６月５日（月）必着】 

  ① 中越地区中学校総合体育大会夏季大会全体申込書（紙ベースで提出する） 

    その際、参加料振込明細書のコピーを全体申込書の裏面に貼り付ける。 

    参加料領収書は発行しない。振込明細書がその代わりとなる。 

  ② 全体申込書のエクセルデータ（メールで送信する） 

                【送付先】 

             940-0864 長岡市川崎５丁目 485番地１ 

             長岡市立東北中学校 

中越地区中学校体育連盟事務局 中島 大介 宛 

                      メールアドレス:j06chutairen@kome100.ne.jp 

 

 

http://niigata-chutairen.jp/
mailto:j06chutairen@kome100.ne.jp


 

 ⑶ 参加校の代表者は、自校の出場全競技の参加料を下記の指定口座に入金する。 

【参加料振込について】 

               振込期日    令和５年６月２日（金）まで 

               振込先     長岡市川崎５丁目 485－１ 東北中学校内 

                       中越地区中学校体育連盟事務局 

               振込口座番号  第四北越銀行川崎支店 普通口座 ２０３９４５０ 

                       中越地区中学校体育連盟  会長 淡 路 弘 幸 

※ 振込手数料は各校負担でお願いします。 

              ※ 振込依頼人名は学校名でお願いします。 

 

 ⑷ その他各専門部が指定している各競技に必要な申込書を大会事務局に送付する。 

 

10 参加料    登録選手１名につき 450円（マネージャーは含まない） 

11  競技別要項 

⑴ 競技別要項は４月 20日（木）の地区代議員会で決定する。 

⑵ 専門部（ＨＰ担当者）は各競技要項、申込書を４月 24 日（月）までに県中体連ＨＰに掲載する。 

12 組合せ 

⑴ 組合せ結果は、専門部ごとの抽選会後に県中体連ＨＰに各専門部（ＨＰ担当者）が掲載する。 

⑵ 組合せ結果によって会場が決まるバスケットボール・軟式野球・女子バレーボール競技は、５月 16 

  日(火)までに中体連ＨＰに掲載、または参加校へメールで知らせる。 

13  結果報告 

専門部（ＨＰ担当者）が その日のうちに県中体連ＨＰに掲載する。 

14  大会に関する連絡事項 

 県中体連ＨＰの「実施大会のご案内 >> 地区大会／ 連絡事項」に随時更新されるのでよく確認する。 

15  県大会の申込み 

 ⑴ 申込み締切 令和５年６月 26日（月）13:00～16:40 

 ⑵ 申込先   中越地区中体連事務局（東北中学校） 

 ⑶ 参加料   一人 1,000円 

⑷ その他   県大会出場権を得た学校は、会場で専門部への申込みを完了すること 

16 生徒輸送 

⑴ 中学校は、別紙の「令和５年度中越地区中学校体育大会生徒輸送バスについて（ご案内）」に記 

載通りに申し込む。 

⑵ 陸上競技、水泳、体操、新体操、バドミントン、ソフトボール、柔道、その他競技１日目、２日 

目は、５月 17日（水）15時締切とし、その他競技の３日目は２日目の試合日翌日 12時締切とする。 

※その他競技…バスケットボール、サッカー、バレーボール、軟式野球、ソフトテニス、卓球、剣道 

⑶ 地域スポーツ団体は、各自でバスやタクシーを手配する。 

17 大会本部 

中越地区市中学校体育連盟事務局（東北中学校） 中島 大介 ℡ 080-1249-7931 



案11　１日目２日目を連日へ、３日目は土日開催へ　ソフトテニス希望が丘対応　13火中越地区の開催種目を少なくし上越地区の負担を軽くするプラン

開催日程 9(金) 10(土) 11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) 18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) 25(日) 26(月)

陸上 ２日間 ① ②

水泳 ２日間 ① ②

北①

中央① ③

南①

北①

●

北①

中央① ●

南①

体操競技 ２日間 ① ②

新体操 １日 ①

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(男) ２日間 ① ②

北①

中央① ② ③

南①

北①

南① ● ③

中央①

北① 北②

中央① 中央②

南① 南②

バドミントン ２日間 ① ②

ソフトボール １日間

柔道 ２日間 ① ②

剣道 ３日間 ① ② ③

中越地区中学校体育連盟

令和５年度　中越地区中学校総合体育大会夏季大会日程

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ３日間 ②

●南・
中央①

② ● ● ③●サッカー ３日間

● ●軟式野球 ３日間 ●

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(女) ３日間

● ③ ● ●②

● ② ● ●ソフトテニス ３日間

　北：三条・見附・加茂南蒲・燕西蒲　　　中央：長岡三島　　　南：小千谷・魚沼・十日町中魚・南魚沼郡市　　○・・・開催日　　●・・・予備日

③

※  バスケットボール、軟式野球、バレーボール（女）、ソフトテニスは、大会初日を北・中央・南ブロックでの開催とする。

※  卓球は、大会２日目まで北・中央・南ブロックでの開催とする。　※　サッカーの大会初日は、南・中央ブロックの合同開催となる。

卓球 ３日間

中越地区では開催せず、他地区に参加する



必要
会場数

会場 必要
会場数

会場 必要
会場数

会場 必要
会場数

会場 必要
会場数

会場 必要
会場数

会場 必要
会場数

会場

陸上競技 1 長岡市営陸上競技場 1 長岡市営陸上競技場

水泳 1 ダイエープロビスフェニックスプール 1 ダイエープロビスフェニックスプール

北3
燕市体育センター
三条市栄体育館
見附市総合体育館

中央3
アオーレ長岡
長岡市市民体育館
南部体育館

南2 小出郷体育館
堀之内体育館

北2面 三条市総合運動公園多目的広場

北3
三条燕総合グラウンド
見附運動公園野球場
スポーツランド燕

中央3
悠久山野球場
越路河川公園野球場
出雲崎球場

南3
広神自然公園野球場
白山運動公園野球場
大原運動公園野球場

体操競技 1 長岡市器械体操専用練習場 1 長岡市器械体操専用練習場

新体操 1 加茂勤労者体育センター

バレーボール（男子） 3面 燕市体育センター 2面 燕市体育センター

北6面
燕市分水総合体育館
燕吉田総合体育館
三条市体育文化体育館

中央6面 みしま体育館
長岡市北部体育館

南4面 小千谷市総合体育館

北
燕市吉田テニスコート（女子）
見附運動公園テニスコート（女子）
三条燕総合グラウンド（男子）

中央 長岡希望が丘テニス場

南 大原運動公園テニスコート

北 三条市体育文化会館 北 三条市体育文化会館

中央 長岡市市民体育館 中央 長岡市市民体育館

南 十日町市総合体育館（男子）
川西総合体育館（女子）

南 十日町市総合体育館（男子）
川西総合体育館（女子）

バドミントン 1 長岡市南部体育館 1 長岡市南部体育館

ソフトボール

柔道 1 長岡市市民体育館　武道場 1 長岡市市民体育館　武道場

剣道 1 小千谷市総合体育館 1 小千谷市総合体育館 1 小千谷市総合体育館

1 長岡市市民体育館卓球

長岡希望が丘テニス場

6面 みしま体育館
長岡市北部体育館

4面 みしま体育館

ソフトテニス 1 長岡希望が丘テニス場 1

バレーボール（女子）

2 三条パール金属スタジアム
悠久山野球場

軟式野球 12

三条燕総合グラウンド
見附運動公園野球場
スポーツランド燕
サンスポーツランド分水
悠久山野球場
越路河川公園野球場
吉水球場
出雲崎球場
広神自然公園野球場
白山運動公園野球場
笹山野球場
大原運動公園野球場

2面 長岡ニュータウン運動公園サッカー場 2面 三条市総合運動公園多目的広場
南

中央2面
長岡ニュータウン運動公園サッカー場

サッカー

2 アオーレ長岡
中之島体育館

バスケットボール 2 アオーレ長岡
南部体育館

令和5年度中越地区中学校総合体育大会 会場

6月9日（金） 6月13日（火） 6月14日（水） 6月15日（木） 6月20日（火） 6月21日（水） 6月24日（土）



令和 5年 5月吉日 

中越地区中学校体育大会参加学校長 各位 

越後交通株式会社 

株式会社 JTB長岡支店 

共立観光株式会社 

（50音順） 

令和 5年度 中越地区中学校体育大会 生徒輸送バスについて（ご案内） 

 

 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 中越地区中学校体育連盟と協議を重ねたうえで、今年度も 3社合同で生徒送迎の貸切バス輸送を斡旋

させていただくことになりました。 

 つきましては、以下の通りご案内させていただきますので、ご確認の上でお申し込み下さいますよう

お願い申し上げます。 

 

１．貸切バスの運行形態 

朝および競技終了後（夕方）の区間送迎のみ  ※終日の貸切は不可 

 

２．申込に際する留意事項 

① 各学校や会場へのバス配車時間は、出発時間直前となる場合がございます。 

② 運行バス会社の確定は、ご出発日の直前となります。 

③ 貸切バスの必要台数を確保するため、学校発、会場発のいずれもご希望の出発時間に添えない

場合がございます。 

④ 同一校内または近隣の学校と乗り合わせでの送迎となる場合がございます。（都度学校へ立ち寄

るのではなく、各競技会場を経由する形で運行いたします。） 

⑤ 競技進行や試合結果にかかわらず、送迎バス運行前日及び当日のお時間変更は承ることが出来

ません。※試合に敗退する場合の「早帰り」は原則として承りません。仮に当日の運行計画が調

整可能であったとしても、「早帰り」にあたっては追加運賃が生じます。 

⑥ 2 日目、3 日目の競技中止や変更、試合結果に伴うバスキャンセルは、1 日目（3 日目の送迎変

更の場合は 2日目）の試合結果が確定次第、速やかにご連絡ください。連絡先は「確定行程表」

に記載致します。万が一、中止や変更のご連絡がなく貸切バスが稼働（出庫）した際には、所定

のキャンセル料（＝運賃の 100％相当額）が生じます。 

⑦ 雨天順延等については下記をご参照下さい。 

・競技ごとの順延（バスキャンセル）の連絡は、中体連事務局より各地区の担当旅行会社に宛て

一括で承りますので、各学校様からのご連絡は不要です。ただし、個々の学校判断でバス利用を

見合わせる場合は、直接運行バス会社へご連絡ください。この場合はキャンセル料が生じる可

能性がございます。また、試合順延の可能性が高い天候であったとしても配車を希望する場合

は、運行バス会社へご連絡ください。 

・貸切バスは一度車庫から出庫した時点で運賃が生じます。雨天順延が見込まれる天候の際は、

主催者の天候判断を待って出庫いたします。この場合は学校への配車が遅れることもございま

す。 

・雨天順延時のバスキャンセル料は原則として生じません。ただし、すでに出庫したバスの運

行を取り消す場合は、運賃全額をキャンセル料として頂戴いたします。 

・雨天順延における予備日にバスの利用を希望される場合は、最初にお申し込みいただく段階

で、「雨天順延時の利用意向」欄の『有』を選択してください。 

    ※雨天順延決定以降に貸切バスの手配を行いますが、ご希望に添えない場合もございます。 

⑧ 市町村が保有するスクールバスで送迎を行う場合は、本申し込みを行う必要はございません。

また、ジャンボタクシーを含むタクシーの利用を希望される学校様は、お客様ご自身で車両の

手配をお願いいたします（輸送人員が6名程度の場合はジャンボタクシーの利用を推奨します）。

なお、⑦の場合において予備日のみの貸切バス申し込みは承ることが出来ません。 

[ 参考 ] バスの出庫前 バス出庫～回送中 学校配車以降 

取消料 0％ 100％ 100％ 



⑨ 運行時間の変更や取消のご連絡は、お電話以外の方法で承ります。申込の集約、変更の依頼など

の際は、下記担当旅行会社へ直接ご連絡くださいませ。 

 

３．貸切バス車種と運賃 

・大型観光バス 53名程度乗車可能（正座席 41～49席＋補助席 4～8席／トランクあり） 

・中型観光バス 27名程度乗車可能（正座席 27席＋補助席なし／トランクあり） 

・マイクロバス 20名程度乗車可能（正座席 16～20席＋補助席 0～6席／トランクなし） 

実車及び回送に必要な運行距離と運行時間（貸切バス拘束時間）、車種によって運賃が異なりま

す。そのため最終的な貸切バス代見積もりは、申し込み後に担当旅行会社よりご回答いたします。

また、複数校での乗り合わせ輸送となる場合は、乗車距離にかかわらず貸切バス代を乗車申告いた

だいた人数で等分しご請求させていただきます。なお、運賃算出の基準となる乗車人数は、4.の申

し込み期限で申告いただいた人数となり、バス運行計画の回答後は運賃算出人数の変更はいたしま

せん。（当日欠席等における運賃修正はいたしません。） 

乗車距離によっては路線バス車両が割り当てられます。この場合でも貸切バス運賃の減額はござ

いません。また車両手配の都合上、希望の車種よりも大型の車両が割り当てられる場合、有料道路

代は実額でのご精算となります。 

昨今の燃油価格高騰やバス車両・運転手の減少による遠方バス会社の利用に伴い、昨年度比較で

1.5～1.8倍のバス運賃増額が想定されます（遠方バス会社を利用された学校様のみ高額とならない

よう、バス運賃は中央値で算出致します）。できる限り運賃上昇を抑えるため、特に少人数でお申し

込みいただきました学校様は乗り合わせでの稼働計画を行います。バス運賃よりも運行希望時間を

優先したい学校さまは申し込み時にお申し添えください。 

 

４．お申込み、お問い合わせ先 

各学校の部活動責任者様は選手輸送希望を集約いただき、下記担当旅行会社へ申し込みをお願い

いたします。申し込み後の連絡方法については、各旅行会社より連絡いたします。 

地区 担当旅行会社 申込先 申込方法 

長岡三島・見附 

三条・加茂南蒲 

燕西蒲 

（株）JTB 

長岡支店 

担当：平野・佐藤 

JTB長岡支店ホームページ内 

専用バナーをクリックし入力 

（5月 10日よりオープン） 

専用サイト 
※サイト内に詳細方法の 

ご案内を掲示します 

小千谷・十日町中魚 

魚沼・南魚沼 

共立観光（株） 

十日町支店 

担当：生越（おごせ） 

tokamachi@kyoritsu-kanko.jp 

FAX 025-752-5451 

申込書送付 

FAXまたは 

メール 

 

５．申し込み締め切り    下表を参照 

   ※お申込みいただいた内容をもとに担当旅行会社にて運行計画を策定し、一斉回答日を設定の上

で輸送計画をお知らせいたします。 

 【第 1期】 【第 2期】 【第 3期】 

6/9（金）、6/13（火） 

6/14（水）、6/15（木）実施分 

6/20（火）、6/21（水） 

実施分 

6/24（土） 

実施分 

輸送申し込み締め切り 令和 5年 5月 17日（水）15時 6/14（水）中 6/21（水）中 

運行計画の一次回答 令和 5年 5月 26日（金） 6/16（金） - 

運行計画の修正依頼 令和 5年 5月 31日（水）10時 6/19（月）12:00 - 

確定運行計画の回答日 令和 5年 6月 2日（金） 6/20（火） 6/23（金） 

※各期間内にお申込みいただきました輸送バスをキャンセルする場合は、必ず申し込みフォーム 

から当日中のご連絡をお願い致します。ご都合上フォームでの作業が困難な場合、確定行程表に記載 

致します電話番号へご連絡ください。キャンセル連絡の無い場合、バスは予定通り配車されバス代金 

が発生致します。 

 

６．お支払い 

御請求書発行日から約 4週間（令和 5年 8月中）を目安にお振込みにてお支払いください。なお、

お振込みの際の控え片にて領収確認とさせていただきます。領収証は自治体様の規定により必要な

場合のみ発行致します。 


