
U R L

　国体の競技には、正式競技、特別競技および公開競技のほかに、「デモンストレーションスポーツ」があります。
デモンストレーションスポーツは、県民の皆さんが気軽に国体に参加できる機会を設け、幅広い年齢層の人々
が、生涯を通じてスポーツに親しむきっかけとすることや、世代間や地域間の交流の輪を広げることを目的に、国
体の競技の一つとして行われます。
　４月から県内各地で全32競技が実施され、本市では「カローリング」、「ビリヤード」、「ユニカール」、「スポーツ
鬼ごっこ」の４競技が実施されます。ぜひご参加ください！

　氷上で行う「カーリン
グ」を室内で手軽に楽し
めるように考えられたス
ポーツです。
　１チーム３人のプレイヤーが、６個のジェットロー
ラを11ｍ先にあるポイントゾーン（直径90cm、
中心に近いほど高得点）に向けて相手チームと交
互に投球し、得点を競います。

●デモンストレーションスポーツとは？

●亀山市開催デモンストレーションスポーツ

◎県内で実施されるその他の競技については、県実行委員会ホームページをご覧ください。

　世界中で誰でも楽しめ
る「カーリング」＝「ユニ
バーサルカーリング」とい
う意味で命名されました。
　１チーム３人のプレイヤーが、３個のワックスを付
けたストーンをカーペットの上で交互に投げ滑ら
せ、味方チームのストーンを中心のサークルに近
づけることを競います。相手チームのストーンより
も中心に近づけることで得点になります。

　２人で対戦します。ビリ
ヤード台に１番から９番ま
での

まとだま

的球を並べ、キュー
という木の棒で

て だ ま

手球を番
号順に的球に当てて６つのポケット（穴）に落とし
ていきます。最終的に９番のボールを落としたプレ
イヤーの勝利となります。

　「鬼ごっこ」に競技の要
素を加えて考えられたス
ポーツです。
　１チーム７人のプレイヤーが、相手コートで両手
タッチされるとコート外に追い出されるというルー
ルで、相手チームのトレジャーを取り合います。トレ
ジャーを取ると１点獲得となり、「コートの中で」、
「時間内に」、「チームで力を合わせて相手チームよ
り点数を取る」の三原則で成り立っています。

https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/kokutai/

問合先 三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会事務局
（文化スポーツ課国体推進グループ内　☎96－1225）

「三重とこわか国体・三重とこわか大会」の
 きょか

炬火トーチがやってくる！
　「三重とこわか国体・三重とこわか大会」の開・閉会式で使用される炬火トーチを、次の期間に市内
施設にて展示します。また、46年前の「三重国体」で使用された炬火受皿も展示しますので、お越しの
際は、ぜひご覧ください。

※申込方法は競技ごとに異なります。詳しくは、県実行委員会ホームページ掲載の参加申込みガイド、各競技別の「実施要項」（３月中に
掲載予定）をご確認ください。 

※各競技の参加申込書、同意書（18歳未満の場合）は、県実行委員会ホームページからダウンロードするか、市実行委員会事務局へ
お問い合せください。

https://www.city.kameyama.mie.jp/tokowaka/U R L

●開催日程・参加申込方法など

●とき・ところ
▽２月１日（月）～ ５日（金）市役所１階ロビー

▽２月８日（月）～12日（金）関支所１階ロビー

▽２月15日（月）～19日（金）西野公園体育館

▽２月22日（月）～26日（金）東野公園体育館

三重県カローリング協会
〒513－0826
鈴鹿市住吉1－19－13
ファクス　059－378－3926
Ｅメール
jdbamie@wmail.plala.or.jp

三重県ビリヤード協会
〒513－0818
鈴鹿市安塚町1511

亀山市レクリエーション協会
〒519－0121
亀山市江ヶ室1－1－19
小林　茂　宅内
ファクス　0595－82－5285

三重スポーツ鬼ごっこ愛好会
〒510－0103
四日市市楠町北五味塚2316
Ｅメール
info@mie-onigokko.org

申
込
先

120人（40チーム）
※先着順

64人
※先着順

96人（32チーム）
※先着順

【競技の部】156人（12チーム）
　※申込者多数の場合は抽選
【交流の部】150人
　※先着順

定
　員

１チーム　1,500円 １人　5,300円
１人　1,000円
※亀山市レクリエーション協会
　会員は割引あり

１人　500円
参
加
費

西野公園体育館 西野公園体育館 西野公園体育館西野公園体育館
と
こ
ろ

３月１日（月）～４月10日（土） ４月１日（木）～30日（金） ６月１日（火）～７月２日（金）
※【交流の部】は当日受付

６月30日（水）～７月29日（木）
申
込
期
間

郵送、ファクスまたはＥメール 郵送または持参 郵送またはファクス 【競技の部】Ｅメールまたは郵送
【交流の部】当日受付

申
込
方
法

５月23日（日） ６月６日（日） ９月５日（日）８月29日（日）
と
　き

三重県内に居住している小学
３年生以上の人

▽三重県内に居住、在勤、在学
しているビリヤードファンの人

▽ビリヤード協会が発行する
CSカードを所有する人

三重県内に居住、在勤、在学し
ている小学４年生以上の人

（１人でも参加可）

三重県内に居住している小学生
以上の人

対
象
者

2 広報かめやま　令和３年２月１日号
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申
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込
期
間
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申
込
方
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▽三重県内に居住、在勤、在学
しているビリヤードファンの人

▽ビリヤード協会が発行する
CSカードを所有する人
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以上の人

対
象
者
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