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　スカイクロスジャパンオープン 
   ２００６     開催決定!!

第1回スカイクロスジャパンオープン2005
昨年の１１月２３日(勤労感謝の日)、大阪府吹田市・関西大学 千里山中央グラウンドで初の「スカイク
ロスジャパンオープン2005」を実施しました。
陸上競技場に8コースを設定し、１グループ12名程度でコースを回りました｡参加者は２０歳～８０歳
の男女80名余り。各コースとも「一番乗り」がかかり、反面「ノルナー」が多く発生する終盤にさしか
かるにつれ大きな歓声や拍手が起こり、「あっ
という間の楽しい4時間でした」と奈良からの
参加者の声も聞かれました。
初代優勝者は、男子が見並勉さん(大東市)、
女子は肥土満子さん(茨木市)でした。
また初心者向けに設けた「体験コーナー」は、
レクリエーションの単位を取得するための大学生
で列ができるなど、大学ならではの光景でした。

日程と概要
◆　　　　日　程：平成１８年１１月２６日（日）＜小雨決行＞　
◆　　　会　場      :     奈良市鴻ノ池運動公園(ドリームランドの南にある総合運動公園) 
◆ 競　技：日本スカイクロス協会公式競技規則と大会申し合わせ事項により実施
◆ 参加費　:　　　一般　1０００円/1人　　　会員　800円/1人
◆ 主   催：日本スカイクロス協会他
◆ 賞      　:    男女別　１位～３位を表彰   他に「お楽しみ賞」など数々
◆ 参加申込み　締切は10月31日。なお9月中にお申込みいただいた方には、
　　　　　　　　　　大会当日に予定の 「お楽しみ抽選会」に参加できる権利があります。
◆ お申し込みは住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、下記へ郵送かFAXしてください。
　なお支部に所属の方は支部にお申し込みください。
　   　　　　　  流れ　<申込み>→事務局または支部より詳細と参加費振込用紙を郵送または手渡し→<振込>→
　　　　　　　　　　大会1     週間前頃事務局より「参加証」送付　< >は参加者対応
◆　　申込みおよび詳細についてのお問い合わせ先は、下記大会事務局または支部(中面左参照)まで
日本スカイクロス協会 大会事務局
〒542-0064 大阪市中央区上汐2-3-6・4F       TEL.06-6761-9858 　FAX.06-6762-9512　                

「スカイクロス2006京都大会」はさわやかな風と木漏れ日を受けながら昼過
ぎにスタート。大会は主催者の京都スカイクロス協会・大島武子会長より開会
にあたって挨拶、続いて日本スカイクロス協会の吉田正信会長より挨拶、京都
協会の堀川紀元副会長、井口光男理事長の競技説明や山根光子副会長の体操な
どの開会式を終え、競技では京都をはじめ大阪、兵庫などから参加の120名が
7コースで日頃の成果を発揮しました。

６月３日(土)に京都市左京区宝ヶ池公園・菖蒲園にて開催されました。
成績は男性の部、優勝は17点の鮎川昇幸さん(福知山スカイ)、
準優勝は18点の猪熊秀夫さん(八幡市)、３位は22点の川島龍雄
さん(岡崎)、崎下健三さん(年輪クラブ)、藤井雅朗さん(城陽)、女子
の部、優勝は22点の肥土満子さん(茨木支部)、準優勝は23点の成田
博子さん(岡崎)、東田節子さん(茨木支部)、３位は24点の前川ひさ
さん(城陽)に決定しました。また、「最高齢者賞」にスカイクロス
歴8年、89歳の吉本二郎さんが選ばれました。

日本スカイクロス協会では、第２回目となる「スカイクロス
ジャパンオープン２００６」大会を、１１月２６日（日曜日）に
古都・奈良で昨年の大阪大会に続き開催します。
この大会は、ニュースポーツフェスティバル近畿大会2006in
なら((財)日本レクリエーション協会、NPO法人奈良県レクリ
エーション協会主催)の中で、「スカイクロスに親しみ練習を積
んでいる愛好者間の地域を越えた交流」と「日頃の成果を発揮
し技を競う」ことを目的に実施します。

<闘志を燃やす選手の面々>

                     　　　　　　　　　　　　 資格認定講習会開催　
日本スカイクス協会主催の資格認定講習会を下記要領で開催します｡会場の都合上、定員になり次第締
め切りますので、参加ご希望の方は早い目にお申し込みください。遠方から来られる方には宿泊(7日泊
会場のふれあい会館宿泊施設<¥5,500～1泊2食付2名利用の場合>)の手配もいたしますので爽秋の京都
見物を兼ねて参加してください。
◆日　　程：平成１８年１０月８日（日）＜雨天決行＞
　　　　　　A「公認競技リーダー」13時30分～16時　
　　　　　　B「公認SC指導員」　　　　　　　11時～16時　
◆会　　場　京都市西京区「ふれあい会館」
◆内　　容　講義および実技
◆受 講 費 　　　　　　A「公認競技リーダー」1500円／１人
　　　　　　B「公認SC指導員」　　　　　　　2000円／１人
※資格認定をご希望の方は下記資格制度を参照ください。
☆お問合せおよびお申込み　　　　　 日本スカイクロス協会 講習会事務局　TEL.０６－６７６１－９８５８ 　 

スカイクロス２００６　　　　　京都大会　　　(主催／京都スカイクロス協会)

全国に広がる愛好者の輪の組織化を図るため、日本スカイクロス協会の事務機能全般を昨年6月京都市
から大阪市のNPO法人フレンドリー情報センター内に移し、スカイクロスのより一層の普及発展を目指
すことになってはや1年が過ぎました。
初めてのことが多く、事務局機能が十分だったとは言えませんが、今後はより多く全国の愛好者に大会、
講習会、資格などさまざまな情報を発信していきたいと考えています。お問い合わせやご意見、スカイ
クロスの仲間紹介、スカイクロスの講習会などのニュースソースを事務局へどしどしお寄せください。
また、近くにお越しの際はどうぞ気軽にお立ち寄りください。

日本スカイクロス協会　　　　　2005後半　　　　　あ ゆ み
　　　　　　　5月21日　関係者会議　出席者/15人 <京都市>
　　　　　　6月　　　　　　　　1日　日本スカイクロス協会事務局移転
　　　　　　　　8月～　　　　　支部設置募集スタート
　　　　　　　8月30日　ホームページ刷新
10月18日　ルール確認講習会及び公認競技リーダー講習会 <大阪市>
11月23日　第1回「スカイクロスジャパンオープン2005」開催
11月27日　よみうり杯!「スカイクロス大会」 三重県・三川公園　
12月　　　　　　　1日　　　役員変更　会長→名誉会長・万井正人氏　副会長→会長・吉田正信氏　
12月～　　　　    支部認定証、指導者認定証発行はじまる

[写真]

日本スカイクロス協会事務局 の大阪移転、はや1年

参加者募集

<一投目は緊張が走る。05ジャパンオープンで>

<試合前、闘志を燃やす選手たち。05ジャパンオープンで>

「公認SC指導員」
「公認競技リーダー」

　　　　

　　　　

　　　　日本スカイクロス協会

　　　　　公認　　　S　　C　指導員認定証

○○○

　　　　　　　　　　　日本スカイクロス協会　

　　　　　　　　　　　　公認競技リーダー認定証

協会事務局／〒537-0012　大阪市東成区大今里3-12-23
　　　　　　NPO法人フレンドリー情報センター内　
　　　　　　TEL.06-6971-9190   FAX.06-6981-7470

発行日2005年12月18日

NO.　　 05-10-006　　　　

氏名  　○○○○○                     
有効期限2015年3月31日

 公認競技リーダー
競技するとき、グループのリーダーとして審判進行の役に適した者。
資格取得/日本スカイクロス協会(以下日本協会)主催の講習会を受講した者。
               　　または支部長から推薦された者で、所定の登録用紙を提出し、
               　　資格認定証用紙代他を納めた者。
<公認競技リーダー講習> 
対　　象/プレーができ、スコアカードを正確に記入できる者。
内　　容/ルール確認　　リーダーの役割と仕方　　チェックテストの実施。
費　　用/認定料は無料。ただし、資格認定証代1000円(証明証ケース及び送料含む)が必要。
特　　典/・リーダー認定証が発行される。　　　　　・公認SC指導員の資格取得の権利がある。
　　　　　・大会や講習会、ルールに関する情報などが提供される。
　　　　　・日本協会が主催または主管する大会、講習会の参加費や用具が割引価格になる。
 公認SC指導員
スカイクロスの初心者に対して競技規則や方法を実地指導する役に適した者。
資格取得/日本協会主催の上級講座でスカイクロス全般について学習し、
　　　　　集団指導の適任者として認められた者、ならびに各支部で相当の実績が
　　　　　あると認められた者を理事会の議を経て公認ＳＣ指導員として認定する。
<上級講座>
対　　象/公認競技リーダー資格取得者。
内　　容/リーダー・記録員の役割　　競技運営について　　日本スカイクロス協会について
　　　　　チェックテストの実施。
費　　用/認定料は無料。ただし、資格認定証代1000円(証明証ケース及び送料含む)が必要。
認定方法/公認上級ＳＣ指導員が実技とペーパーテストによって判断し適任と認められた者。
特　　典/・公認ＳＣ指導員認定証が発行される。　　・公認上級SC指導員の資格取得の権利がある。
　　　　　　　　　　　　　　・公認講師として公認競技リーダーの指導にあたることができる。
　　　　　・大会や講習会、ルールに関する情報などが提供される。
　　　　　・日本協会が主催または主管する大会、講習会の参加費や用具が割引価格になる。
 「公認競技リーダー」と「公認SC指導員」の資格の期限と取り消しについて
公認競技リーダー、公認SC指導員の資格は無期限。ただし、年に1回程度日本協会から送る簡単な質問
事項に回答がない場合やルール変更、フォローアップに伴う講習会(同内容の講習を数回実施)に一度も
参加しなかった場合は資格を取り消すことになる。

　　　　
　　　　

　　　　日本スカイクロス協会

　
　　公認競技リーダー認定証○○○

日本スカイクロス協会　　　　　指 導 員 資 格 制 度 　 　 　<抜粋>

　　　　　　改訂版より　　ルール抜粋　５年ぶりに発行された改訂版は内容も盛りだくさんです。

■種目名の変更
　★従来の「ノルナー」⇒「ソフトゴルフ」　　★従来の「ノルゾー」⇒「おっかけ」
■「ソフトゴルフ」ルール改正点<競技規則の変更・追加>　
　★リングを投げる順番　　
　　リングはリーダーの指示によって投げるのが原則。第１投目では直前コースのスコアの大きかった
　　人から、第２投目以降は目標コーンより遠く離れた人からの順で投げる。
　★リングがコーンに支えられて斜めに止まった場合
　　リーダーはリングの接地点が変らないように、リングを横に寝かせる。この時
　　寝かしたリングが別のリングに重なってもノルナーの規則は適用されない。
　　ただし、その後のプレーからは当然ノルナーの規則が適用されていく。
　★リングの投げ方　　投げる時に後足を上げるのは差し支えないが、上がった足を地面に下ろす時に、
　　　　　　　　　　　　前足より前に踏み出してはならない。違反したらスコアに１点が加算される。
　★距離の計測　　　              リングとコーンの距離が目測で正しく判断できない時は、リーダーの判定に任せる
　　　　　　　　　　      か、メジャーなどを使ってコーンの先端からの距離を測る。 
　★ミーティング　　　各コース終了後は、組(グループ)毎にミーティングを行い各人の
                                 スコアを確認し合う。その後リーダーの指示で次のコースへ進む。
　★一番乗りの特典             積極的なプレーを奨励するため、各コース毎に一番最初にリング
　　　　　　　　　　をコーンに　投げ入れた人にだけ特別賞として、スコアーから１点
　　　　　　　　　　を減らす。

　会長/吉田正信　　副会長/大島武子　小島広政  　理事長/桐山尚子　                                     
　常任理事/植木隆光　北畠正則　木下和彦　前山直　山根光子　<五十音順　敬称略>

2006年度       日本スカイクロス協会                     役               員       (会長、副会長，理事長、常任理事)

　Sports Festival  　2005　　　　　 講習　　　/　　　イベント　　/　　　報道

★伊賀市体育協会阿山支部主催の「第1回ニュースポーツ講習会」(7月23日　　　
　阿山第1 運動公園)を開催。8歳から60歳代、3世代にわたる男女20余名参加。

★マスコミ情報(2005年度分)
「スカイクロスの面白さについて」赤旗新聞・日曜版(9月17日)、読売新聞(9月19日)、サンケイリビン
グ他多数に掲載。ＮＨＫ「京いちにち快傑シニアの星」（8月26日）、ＫＢＳ「京のまち」(9月3日)、
朝日放送「ニュースゆう」(10月11日)、おはようコール(10月16日) 、ABCラジオ「ニュース探偵局」
(11月末日)のインタビューに副会長(現会長)の吉田正信氏が応え、そのインタビュー記事がラジオで1週
間の放送とネット配信など、多岐に渡って報道されました。

★大学と地域、学生と市民の交流を深めることを目的に月1回、2005年5月から「ふれあいニュースポ　
　ーツ教室」(大阪府和泉市、桃山学院大学共催)を実施。その講座種目にスカイクロスも登場。

★神戸市他主催の「10万人のスポーツデー・地域スポーツクラブ夢フェス」(10月10日)の一環で
　スカイクロスを紹介。多数の外国人も参加。

支部募集について
日本協会では、スカイクロスの普及支援を行っていただける支部を募集しています。
3人以上の会員と支部規約があれば支部登録ができます。特典はつぎの通り。
１．日本協会主催の催しに参加できます。　　２．日本協会の情報がいち早く届きます。
３．リーダー役を果たせると認めた人には、公認競技リーダーの資格講習会を受けなくても日本協会の
　　「公認競技リーダー」の資格認定が得られるよう支部より推薦できます。
４．スカイクロス用品が、支部割引価格で購入できます。
■支部設置についてのお問い合わせは、日本スカイクロス協会事務局       TEL.０６-６９７１-９１９０まで。

支部連絡先　
京都スカイクロス協会(京都市)   大島 TEL.075-791-8653                   　　　大阪支部(大阪市)   前山 TEL.06-6971-9190   
ビラデスト今津スカイクロス会(高島市)   落川　　　　TEL. 0740-22-6868      茨木支部(茨木市)   柳　　　　TEL.072-632-1694   
南京都スカイクロス協会(宇治市)   山本　　　　TEL.0774-22-6928                     交野支部(交野市)   河野　　　TEL.072-893-0805    

用具の購入について
スカイクロス商品のお求めは、フレンドリー情報センター　　　 TEL．06-6971-9190　FAX．06-6981-7470　
〒537-0012  大阪市東成区大今里 3-12-23 FIC3F　または、各支部へ。ホームページにも掲載しています。  

[写真]

スカイクロスの歴史やルール全般に関することは勿論のこと、大会や地域情報についてもいち早い公開
を心掛けています。www.skycross.jpを一度覗いて見てください｡

協会ホームページでは新情報を随時更新中！！

N0.1

★恒例のイベントとして現役大学生が企画実行、行政や企業が後援して大々的に
　行われた「京都学生の祭典」(10月9日、京都・岡崎グラウンド)では幼児から
　高齢者までスカイクロスを体験。

今回設定された各コースの戦略他については次号で掲載します。

<A・G・Oの横断幕を背に試合に挑む>

<開会式風景>

<一番乗りだ! 
　　　　05ジャパンオープンで>

写真　左上ー講義
　　　上ー実技
　　　左ールール説明
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