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地区／ブロック競技会・大会開催規程

1. 主催
A. 地区競技会・地区大会
スペシャルオリンピックス日本（以下 SON）の各地区組織が主催する。
〈記載例〉
設立地区組織：
スペシャルオリンピックス日本・北海道
設立準備委員会： スペシャルオリンピックス日本・茨城設立準備委員会
B. ブロック競技会・ブロック大会
競技会・大会開催地に所在する SON 地区組織、もしくは大会実行委員会が主催する。
〈記載例〉
主催が地区組織の場合はその名称を記載する。→例：スペシャルオリンピックス日本・東京
実行委員会の場合は「（大会名称） 実行委員会」と実行委員会名を記載する。
→例：2007 年 スペシャルオリンピックス日本 関東ブロックバスケットボール競技会 実行委員会

2. 主管
A. 地区競技会・地区大会
SON の各地区組織、もしくは大会実行委員会が主管する。
B. ブロック競技会・ブロック大会
競技会・大会開催地に所在する SON 地区組織、もしくは大会実行委員会が主管する。
※
※

実行委員会が運営主体となり、独自に事務所を設置する場合は実行委員会が主管となる。
運営主体の実行委員会が事務所を設置しない場合、あるいは地区組織が運営主体となる場合は、
地区組織が主管となる。

3. 競技会・大会開催の基本方針
A.
B.
C.
D.

E.
F.

①

開催地は、競技会・大会主管地区、あるいは共催地区である SON 地区組織のある都道府県とする。
開催頻度は原則として地区、またはブロックに一任する。
開催期日は、原則として地区、またはブロックに一任する。ただし、より多くのアスリートが参加できるように考
慮すること。
地区競技会、地区大会において SON 地区組織のロゴマークを使用、印刷、表示、複製する際は、必ず「スペ
シャルオリンピックス日本 グラフィックス標準ガイド」を遵守すること。また、ブロック競技会、ブロック大会（設立
準備委員会は地区競技会、地区大会）において SON ロゴマークを使用、印刷、表示、複製する際は、SON の
許可を得ること。許可を得た SON ロゴマークの使用方法は、該当の競技会・大会の期間中、および報告書な
どの提出物作成の期間のみ許される。
競技会や大会と同時に健康プログラム・ヘルシーアスリート®(HAP)を計画、実行する場合は、必ず SON に連
絡すること。
競技会・大会の名称は、以下のとおりとする。ただし、①地区競技会、②地区大会の名称については原則とし
て地区に一任する。
地区競技会
 和文名称： 「○○○○（開催年）年 第○（開催回数）回スペシャルオリンピックス日本(または SON)・○
○（主催地区名） ○○（競技正式名称）競技会」
 英文名称： 「○○○○（開催年）Special Olympics Nippon(または SON) ○○(主催地区ローマ字名) ○
○（競技正式英語名称） Competition」
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例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本・福岡 フロアホッケー競技会」
「2007 Special Olympics Nippon Fukuoka Floor Hockey Competition」
②

地区大会
 和文名称： 「○○○○（開催年）年 第○（開催回数）回スペシャルオリンピックス日本・○○（主催地区
名） 地区大会」
 英文名称： 「○○○○（開催年）Special Olympics Nippon ○○(主催地区ローマ字名) Regional Games」
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本・福岡 地区大会」
「2007 Special Olympics Nippon Fukuoka Regional Games」
※

「夏季地区大会」または「冬季地区大会」とする場合は以下のとおりとし、回数については夏季
あるいは冬季地区大会の行われた回数を別々に積算すること。
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本・福岡 夏季（または冬季）地区大会」
「2007 Special Olympics Nippon Fukuoka Regional Summer(Winter) Games」

③

ブロック競技会
 和文名称： 「○○○○（開催年）年 第○（開催回数）回スペシャルオリンピックス日本 ○○（該当ブロッ
ク名）○○（競技正式名称）競技会」
 英文名称： 「○○○○（開催年）Special Olympics Nippon ○○(該当ブロックローマ字名) ○○（競技正
式英語名称） Regional Competition」
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本 中国・四国ブロック フロアホッケー競技会」
「2007 Special Olympics Nippon Chugoku-Shikoku Floor Hockey Regional Competition」
※

④

ブロック名は以下のとおりとする。（2008 年度 1 月時点で秋田は未設立）
・ 北海道･東北ブロック(北海道、青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島)
・ 関東ブロック(栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
・ 東海･北信越ブロック(静岡、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重)
・ 近畿ブロック(京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀)
・ 中国･四国ブロック(岡山、広島、鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、高知、香川)
・ 九州ブロック(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

ブロック大会
 和文名称： 「○○○○（開催年）年 第○（開催回数）回スペシャルオリンピックス日本 ○○（該当ブロッ
ク名） ブロック大会」
 英文名称： 「○○○○（開催年）Special Olympics Nippon ○○(該当ブロックローマ字名)
Regional Games」
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本 中国・四国ブロック ブロック大会」
「2007 Special Olympics Nippon Chugoku-Shikoku Regional Games」
※

開催回数については、開催競技会・大会の行われた回数を別々に積算する。

※ 競技会・大会名の最後に 1 つスペースをあけて日本語の地名を入れても良い。
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本・福岡 フロアホッケー競技会 in 宗像」
「2007 Special Olympics Nippon Fukuoka Floor Hockey Competition in Munakata」
※

陸上競技、水泳競技、体操競技の競技会を開催する場合は、“競技”の文字が重複するため省略しても
良い。
例： 「2007 年 第 3 回スペシャルオリンピックス日本・埼玉 水泳競技会」
例： 「2007 年 第 2 回スペシャルオリンピックス日本 東海・北信越ブロック 陸上競技会」
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4. 大会開催要項
大会の開催要項には、次の要項が記載される。
A. 競技会・大会名称
B. 主催団体名
C. 主管団体名（主催と重複する場合は記載の必要はなし）
D. 共催団体名
・ 競技会･大会の準備・運営などにあたり、SON から役員・スタッフが派遣される場合はこの欄に
「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」と記載する。
E. 協力・後援および協賛団体名（後援、協賛がある場合）
・ SON より競技会・大会開催について支援金が提供された際は、協力の欄に
「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」と記載する。
・ SON からの名義後援（理事長の挨拶寄稿等）があった際は後援の欄に
「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」と記載する。
F. 開催主旨
G. 開催期日
H. 競技会場および宿泊会場
I. 実施競技・種目
J. 競技規則および方法
K. 参加資格および参加制限
L. 参加登録方法
M. その他
附則
１． この規程の改廃は代表理事が行う。
２． この規程は平成２４年（2012年）１２月６日から施行するものとし、同年４月１日から適用する。
３． 改正 平成２７年（2015 年）３月３日
４． 改正 平成２８年（2016 年）９月１４日
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