
第 44 回全国ろうあ者体育大会開催要綱 
 

１．目   的   全国のろうあ者がスポーツを通して技を競い、健康な心と体を養い、自立と社会参加を

促進し、合わせて国民のろうあ者に対する正しい理解を深めるために開くものである。 

 

２．名   称 

 第 44 回全国ろうあ者体育大会 

（1） 第 56 回野球競技                   （6） 第 29 回テニス競技 

（2） 第 44 回卓球競技                   （７） 第 23 回ボウリング競技 

（3） 第 42 回バレーボール競技              （８） 第 18 回ソフトボール競技 

（4） 第 41 回陸上競技                   （9） 第 18 回バドミントン競技 

（5） 第 30 回サッカー競技                （１０） 第 1１回バスケットボール競技 

 

３．開催日程   ２０１０年９月１６日（木）～１９日（日） 

 

４．会   場   徳島市・鳴門市・松茂町・北島町 

 

５．主   催   財団法人全日本ろうあ連盟  

 

６．主   管   特定非営利活動法人徳島県聴覚障害者福祉協会 

第４４回全国ろうあ者体育大会実行委員会 

 

７．競技主管 

徳島県軟式野球連盟・徳島県卓球協会・徳島陸上競技協会・徳島県バレーボール協会・社団法人徳

島県サッカー協会・徳島県テニス協会・徳島県ボウリング連盟・徳島県ソフトボール協会・徳島県バドミン

トン協会・徳島県バスケットボール協会 

 

8．後  援 

厚生労働省 文部科学省 財団法人日本体育協会 財団法人日本障害者スポーツ協会・日本パラリン

ピック委員会 社会福祉法人全国社会福祉協議会 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会  全

国手話通訳問題研究会 日本デフスポーツ団体協議会 徳島県 徳島県議会 徳島県教育委員会 

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 徳島県市長会 徳島県町村会 財団法人徳島県体育協会 

財団法人とくしまノーマライゼーション促進協会 社団法人徳島県医師会 社団法人徳島県看

護協会 社会福祉法人徳島県身体障害者連合会 社会福祉法人徳島県共同募金会 徳島市 徳

島市議会 徳島市教育委員会 財団法人徳島市体育協会 社団法人徳島市医師会 社会福祉法

人徳島市社会福祉協議会 鳴門市 鳴門市教育委員会 鳴門市体育協会 社団法人鳴門市医師

会 社会福祉法人鳴門市社会福祉協議会 松茂町 松茂町議会 松茂町教育委員会 社会福祉

法人松茂町社会福祉協議会 北島町 北島町議会 北島町教育委員会 社会福祉法人北島町社

会福祉協議会 四国ろうあ連盟 徳島県立聾学校 徳島新聞社 四国放送株式会社 ＮＨＫ徳

島放送局 読売新聞社徳島支局 毎日新聞社徳島支局 朝日新聞社徳島総局 産経新聞社徳島

支局 ケーブルテレビ徳島 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 株式会社ハッピー 徳島県

立障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センター 財団法人徳島県視覚障害者連合会 社会福祉

法人徳島県手をつなぐ育成会 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・徳島 日本赤十

字社徳島県支部  
 

9．協  賛 

株式会社阿波銀行 株式会社徳島銀行 大塚製薬株式会社 

ナガセケンコー株式会社 日本卓球株式会社 株式会社ダンロップスポーツ 株式会社モルテン 株式

会社ミカサ ヨネックス株式会社 

 

１0.協  力 

全国手話通訳問題研究会徳島支部 全国手話通訳問題研究会四国ブロック 徳島県手話通訳士連

絡会 特定非営利活動法人文字情報支援「ひこばえ」 特定非営利活動法人聴覚・ろう重複障害者生



活支援センター 徳島県筆記通訳者協会 徳島県聴覚障害児・者を持つ親の会 徳島県難聴者と支

援者の会 徳島県警察音楽隊 すだち連 県内手話サークル 

 

１１．日程及び会場（予定）                     期 間：2010 年 9 月 16 日（木）～19 日（日） 

 

 

 

 

月 日  時  間  内     容  会   場  

9 月 16 日 
(木) 

13:30～17:30
18:00～19:00
19:00～21:00

連盟スポーツ委員会  
実行委員会との打合せ  
第２回競技運営合同会議  

徳島市立体育館  
あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

あわぎんホール  

9 月 17 日  
(金) 

9:00～ 9:50
10:00～12:00
14:00～16:00
16:30～18:30
19:00～21:00

競技別担当者打ち合わせ  
監督主将会議  
開会式. 
体育部長会議  
体育大会検討作業委員会  

あわぎんホール  
あわぎんホール  
徳島市立体育館  
徳島市立体育館  
徳島市立体育館  

9 月 18 日  
(土) 

9 月 19 日  
(日) 

(全 10 競技) 

 
 
 

9:00～17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00～15:00

第 56 回野球競技（軟式）  

鳴門オロナミンＣ球場  
鳴門市総合運動場  
松茂運動公園グラウンド  
蔵本公園野球場  

鳴門市  
鳴門市  
松茂町  
徳島市  

第 44 回卓球競技  鳴門アミノバリューホール  鳴門市  

第 42 回バレーボール競技  徳島市立体育館  徳島市  

第 41 回陸上競技  鳴門ポカリスエットスタジアム 鳴門市  

第 30 回サッカー競技  鳴門・大塚スポーツパーク球技

場、第二陸上競技場  
鳴門市  

第 29 回テニス競技  大神子テニスセンター  徳島市  

第 23 回ボウリング競技  スエヒロボウル  徳島市  

第 18 回ソフトボール競技  徳島市民吉野川北岸運動広場  徳島市  

第 18 回バドミントン競技  松茂町総合体育館  松茂町  

第 11 回バスケットボール

競技  北島サンフラワードーム  北島町  

9 月 18 日  
(土) 19:00～21:00 デフリンピック啓発事業委

員会  徳島市立体育館  

9 月 19 日  
(日) 

(全 10 競技) 
15:00～16:00 閉会式・表彰式  各競技会場  

～ 



１２．参加者数 

競技種目 

男子 女子 男女 備考 

参加 

都道府 

県数 

団体戦 

参加 

チーム数

参加者

数 

参加 

都道府 

県数 

団体戦 

参加 

チーム数

参加者

数 

参加者 

数合計 

競技 

会場数 

第５６回野球競技 １２ １２ １８３  １８３ ４面

第４４回卓球競技 ２６ １３ １１４ １７ ５ ５６ １７０ ３０台

第４２回バレーボール競技 ９   ９ ８６ １５ １５ １３８ ２２４ ３面

第４１回陸上競技 １９   ３ ７３ ６ １１ ８４ １面

第３０回サッカー競技 ８   ８ １２７  １２７ ２面

第２９回テニス競技 １５ ４４ ９ ２８ ７２ １６面

第２３回ボウリング競技 ３３ ２６ １４３ ２５ １２ ４９ １９２ ４６ﾚｰﾝ

第１８回ソフトボール競技 １１ １２ １９０  １９０ ２面

第１８回バドミントン競技 １９ ４７ １３ ３２ ７９ ６面

第１１回バスケットボール競技 ７  ７ ５７ ４ ４ ３２ ８９ ２面

合計     １,４１０  

 
 
（参加動員数） 

 参加者数 

選手 １，４１０名

応援者 １００名

大会役員 ５０名

競技役員・審判員・補助員 ８００名

実行委員会関係者 ６０名

手話通訳者・大会要員 ４５０名

総計 ２,８７０名

 


