
１）選考方法

.

会　場　　他

① ６月　７日(日) 長浜市民(４面）

② ６月１４日(日) 長浜市民(６面）

③ ６月2１日(日) 長浜市民(６面）

④ 8月１４日(金) 長浜市民（６面）　

⑤ 8月１５日(土) 長浜市民（６面）　

⑥ 8月１６日(日) 長浜市民（６面）　

長浜市民庭球場

長浜市民庭球場

７）問い合わせ先　（申込先）

○成年男子　　　寺島　敬博　　　　　TEL　０９０－５９７６－５０８９　　　a0_haru@yahoo.co.jp
○成年女子　　　中塚　　豊 　　　　　TEL　０９０－９１６６－８８２１　　　y-nakatuka@sumire.ac.jp

５）参加料

１．選考会①は、国体強化事業賛助金として参加費（１人５００円）を支払う。

６）参加上の注意

１．参加者は、滋賀県代表選手としての自覚と責任ある行動をとる。

２．強化委員会が指定した選考会以降は、特別な事情のない限りは全員参加とする。

３．参加者は、健康管理には十分留意して責任を持つこと。

４．参加に関しては、本人の自己責任とする。未成年者は、保護者の責任において参加すること。

４．県外大学生（ふるさと選手）および昨年度国体選手については、６月１４日の選考会に参加できない場合は、①③の
いずれかに参加する。顕著な大会結果を残した選手は、④の強化練習会に候補選手として招集する。

４）申し込み方法

１．国体選考会参加希望者は、6月８日（月）までに下記必要書類を提出する。（できるだけメールで）

　　①参加申込書　　　　②必要な者＝ふるさと登録申請書（スポーツ協会用・連盟用）

２．自己推薦者は、６月７日会場受付で参加申込書を提出する。

１０月９日（金）～１２日（月） 第７５回国民体育大会　　鹿児島県

３）参加資格
１．参加基準指定大会実績（成績）による参加。

　　・県連盟主催各選手権大会のベスト４以上

２．連盟強化委員会からの推薦（前年度国体代表選手他）による参加。

３．自己推薦　　（各部門６月７日の選考会を自己推薦の最終とする）

強化練習会　or　強化試合

候補選手による
　・強化練習会
　・対外試合（遠征等）

　各強化事業から最終代表選手を
決定する。

強化試合　ｏｒ　遠征

強化試合　ｏｒ　遠征

８月２１日（金） 前日練習

８月２２日(土)　２３日(日) 国体近畿ブロック予選

国体候補選手選考会　（シングルス）

◆成年男女に関する要項　　（少年男女については詳細を対象選手に高体連より説明）

2020年度　鹿児島国民体育大会代表選手選考要項

１．一貫指導部強化委員会が、選考会での評価と実績評価を総合評価して候補選手を選考し、役員会で承認をうける。
最終の選手決定は、監督が決定し、強化委員長・理事長の承諾をうける。

２．選考期間は、毎年度９月から次年度の８月までとする。

　◆コロナウィルス対応関係で選考会が中止となった場合
　　監督及び強化スタッフが、以下の選手の中から候補選手を選考し、役員会で承認を受ける。
　　　・過去の国体での活躍選手　　・高校３年生の顕著な実績を残した大学１年生　　・実績等での監督推薦選手

２）選考日程
日　　程 成年男子 成年女子

選考会（自己推薦）＋強化練習会

国体候補選手選考会　（ダブルス）



フリガナ
氏　　　　名

年　齢

　歳

生年月日

所　属
（クラブ・学校）

連絡先（Tel）

FAX

勤務先
（学校名）

ふるさと登録 回

自己アピール

（自己推薦者は
記入）

また、候補選手に決定後は国体強化練習会（遠征含む）に参加いたします。

（１８歳未満の場合） 保護者署名 ㊞

　主な戦績

・県大会ベスト４以
上
・近畿/全日本

2018年度

2019年度

滋賀県ソフトテニス連盟　　会長　宇野　治　様

滋賀県ソフトテニス連盟が主催する選考会（強化練習会）への参加を希望します。

本人署名

　　有　　　・　　無 国体出場回数

２０２０年度鹿児島国体選考会参加申込書　　　（自己推薦書を兼ねる）

ポジション 前衛　・　後衛

現　住　所

（番地まで）

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　　）

[ 正式名称で］



データ有

男 女

出場区分

　

１．「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県とする。

２．ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用できる回数は２回までとする。

３．「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項-（１）-１）-③（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。

＜使用目的および範囲＞

　様式１のうち「氏名・性別・生年月日・参加競技名（種目含む）、所属都道府県」を国民体育大会運営に係わる参加資格確認または報道・広報に使用する
ため、開催県実行委員会、当該会場地市町村実行委員会、当該中央競技団体、報道関係へ提供することがあります。
　また、記載された個人情報（上記項目含む）を、ふるさと選手制度の登録状況および使用状況を把握するために使用いたします。

＜留意事項＞

西暦        年 　　月   卒業

※○○高校又は○○中学校など学校名を明確に記載すること。

（4）卒業した学校の所在地
（ふりがな） おおつしさかもと 電話番号

〒

※都道府県名から記載すること。

＊１～４のいずれかに○印 ※各大会にて出場登録をした都道府県

（3）卒業学校名（※ふるさと制度の対象となる滋賀県内の中学・高等学校）
（ふりがな）　 卒業年月日

 １．居住地または勤務地
 ２．ふるさと２．初回  （　　　　）回目

３．２度目 1 回目
73回

都・道
府・県

 １．居住地または勤務地
 ２．ふるさと４．２度目（　　　　）回目

利用回数 登録都道府県

１．初回   1 回目
74回

都・道
府・県

（1）ふるさと登録の利用 （2）過去2大会の出場履歴について

３．連絡先（※上記と異なる場合のみ記入）
（ふりがな）  電話番号

〒

 携帯電話番号

４．「ふるさと」に関する確認事項

※リストより選択

２．現住所
（ふりがな） 電話番号

〒

　国民体育大会ふるさと選手制度により私の「ふるさと」を【 滋賀県 】として、下記のとおり届け、使用申請いたします。
　なお、「ふるさと選手制度」の使用にあたっては、下記留意事項を遵守いたします。

１．参加競技名（種別及び種目名を含む）

競技 種別 種目

［ 生年月日 ］ 西暦   　　　年    　　　 月  　　　 　 日

［職業等] 学生 ※学生のみ○印をつけること

当該競技者名（ふりがな）

印

［ 性別 ］ ＊いずれかに○印を付けること。

ふるさと登録届 兼 第 75 回国民体育大会ふるさと制度使用申請届 

公益財団法人滋賀県スポーツ協会  会長　河本　英典　様　  

申請日 令和   　　　年  　　   　月  　　 　 日



データ有

男 女

出場区分

　

１．「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県とする。

２．ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用できる回数は２回までとする。

３．「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項-（１）-１）-③（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。

＜使用目的および範囲＞

　様式１のうち「氏名・性別・生年月日・参加競技名（種目含む）、所属都道府県」を国民体育大会運営に係わる参加資格確認または報道・広報に使用する
ため、開催県実行委員会、当該会場地市町村実行委員会、当該中央競技団体、報道関係へ提供することがあります。
　また、記載された個人情報（上記項目含む）を、ふるさと選手制度の登録状況および使用状況を把握するために使用いたします。

＜留意事項＞

西暦         年 　月   卒業

※○○高校又は○○中学校など学校名を明確に記載すること。

（4）卒業した学校の所在地
（ふりがな） 電話番号

〒

※都道府県名から記載すること。

＊１～４のいずれかに○印 ※各大会にて出場登録をした都道府県

（3）卒業学校名（※ふるさと制度の対象となる滋賀県内の中学・高等学校）
（ふりがな）　 卒業年月日

 １．居住地または勤務地
 ２．ふるさと２．初回  （　　　　）回目

３．２度目 1 回目
73回

都・道
府・県

 １．居住地または勤務地
 ２．ふるさと４．２度目（　　　　）回目

利用回数 登録都道府県

１．初回   1 回目
74回

都・道
府・県

（1）ふるさと登録の利用 （2）過去2大会の出場履歴について

３．連絡先（※上記と異なる場合のみ記入）
（ふりがな）  電話番号

〒

 携帯電話番号

４．「ふるさと」に関する確認事項

※リストより選択

２．現住所
（ふりがな） 電話番号

〒

　国民体育大会ふるさと選手制度により私の「ふるさと」を【 滋賀県 】として、下記のとおり届け、使用申請いたします。
　なお、「ふるさと選手制度」の使用にあたっては、下記留意事項を遵守いたします。

１．参加競技名（種別及び種目名を含む）

競技 種別 種目

［ 生年月日 ］ 西暦   　　　年    　　　月  　　　 日

［職業等] 学生 ※学生のみ○印をつけること

当該競技者名（ふりがな）

印

［ 性別 ］ ＊いずれかに○印を付けること。

ふるさと登録届 兼 第 75 回国民体育大会ふるさと制度使用申請届 

滋賀県                  協会・連盟  会長　　　　　　　　　　様

申請日 令和   　　　年  　　   　月  　　 　 日


