
順位 都道府県 学校名 チーム名 得点

1 福井県 福井特別支援学校 福井特別支援学校 24

1 愛知県 小牧特別支援学校 小牧特別支援学校 Brex 24

1 愛知県 一宮特別支援学校 サザンクロス 24

1 東京都 府中けやきの森学園 けやっきーず 24

1 東京都 花畑学園 HANAGAKU 24

1 石川県 いしかわ特別支援学校 TEAM  I 24

1 長崎県 佐世保特別支援学校 Sasebo BARGERS 24

8 沖縄県 鏡が丘特別支援学校 琉球ミラーイーグルス 23

9 岩手県 盛岡となん支援学校 トライアロウズ 21

10 東京都 あきる野学園 あきる野KHK 20

11 愛知県 豊田特別支援学校 Clover 19

11 茨城県 水戸特別支援学校 すいとくふれんず 19

11 鳥取県 皆生養護学校 PureなWinner♪ 19

14 三重県 度会特別支援学校
WATARAI KHNT 

with わたらいおん 18

14 大阪府 藤井寺支援学校 藤井寺支援学校 18

14 埼玉県 蓮田特別支援学校 蓮田ボッチャクラブ 18

17 千葉県 船橋夏見特別支援学校
千葉県立船橋なつみ
特別支援学校 17

18 群馬県 あさひ特別支援学校 Sun Rise 16

19 埼玉県 宮代特別支援学校 スカイ 15

20 青森県 八戸第一養護学校 ミラクルブレイブ∞（エイト） 11

20 富山県 高志支援学校 チームKoshi 11

22 香川県 高松養護学校 うどん４玉 10

22 北海道 白糠養護学校 Official 白糠 ism 10

24 愛知県 豊橋特別支援学校 とよまつSSB 9

24 長崎県 諫早特別支援学校 諫ジュニ・ハイ 9

順位 都道府県 学校名 チーム名 得点

26 富山県 富山総合支援学校 One team Tomiso5 8

26 大阪府 茨木支援学校 茨木支援学校 8

28 福岡県 直方特別支援学校 Nogata Star 7

28 東京都 墨東特別支援学校 墨東旋風kids 7

30 福島県 郡山支援学校 チーム郡支隊 6

30 千葉県 桜が丘特別支援学校 King of Cherry Blossoms 6

30 茨城県 つくば特別支援学校
One for all   All for one  

Tsukuba 6

30 大阪府 光陽支援学校 TEAM 光陽 6

34 静岡県 東部特別支援学校 For Dream 4

35 東京都 永福学園 永福ファイターズ 3

35 広島県 広島特別支援学校 Hirotoku 3

37 岩手県
一関清明支援学校

中等部
DREAMS 2

37 埼玉県 蓮田特別支援学校 WKT 2

37 神奈川県 相模原中央支援学校
ボッチャキング（BOCCIA 

KING） 2

37 静岡県 静岡南部特別支援学校 NAMBUライオンズ 2

41 山形県 ゆきわり養護学校 THE YUKIWARI 4 1

41 東京都 町田の丘学園 Machioka Dreams 1

41 宮崎県 延岡しろやま支援学校 Teamしろやま 1

44 埼玉県 熊谷特別支援学校 くまとくエール 0

辞退 東京都 光明学園 光明サンライズ

辞退 東京都 小平特別支援学校 小平プレミアムズ

辞退 東京都 鹿本学園 THEバンビーズ

辞退 東京都 村山特別支援学校 村山フェニックスA

辞退 東京都 村山特別支援学校 村山フェニックスB

辞退 茨城県 下妻特別支援学校 下妻特別支援学校

第5回ボッチャ選抜甲子園大会
予選大会 結果一覧
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予選会順位決定戦 課題 概要

1. 選手は青と赤のボールを2球ずつ（計4球）
持ち、2、4、6番ボックスに入る

2. コート上にボールがない状態でライジング
に挑戦する

3. ライジングまでに要した球数で順位を決め
る。青6球を投げ終わってから赤を投げ始め
る

4. ジャックボールを最初に投球するが、
ジャックボールは球数には含めない

• ライジングとは、ボールが静止した時点で床面
に接してない状態とする

• ライジング達成までに要した球数（ジャック
ボールを除く）の少ないチームを上位とする

• 投球数が同数の場合は、ライジング達成箇所ま
での距離の長い方を上位とする

第5回
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• ライジング達成箇所までの距離とは、ライ
ジングに関与しているボール（ライジング
しているボールに接しているボール）のう
ち最もスローイングラインに近いボールの
端とスローイングラインの最短距離とする。

• 計測の際はジャックボールも含む
• 距離の計測はセンチメートル単位とし、端
数は繰り上げる。例えば416.3cmであれば、
417㎝とする

c
v

この距離を測って
ください

c
v距離計測の際は、

スローングラインの
スローイングボックス内側の端を
基準に距離計測を行う。 90°

※ 動画の撮影方法や制限時間等は、予選会の方法に
準ずる。ライジング達成後はライジングが確認で
きるような構図を入れてください

※ ライジングは国内でよく使われる通称で、国際的
には「Roll on Top」と言われることが多いです

SNS等公開用



第5回ボッチャ選抜甲子園大会 決勝大会進出校決定戦 結果一覧

SNS等公開用

決勝大会
進出

都道府県 学校名 チーム名 達成球数 達成距離

○ 福井県 福井特別支援学校 福井特別支援学校 3 176㎝

○ 愛知県 小牧特別支援学校 小牧特別支援学校 Brex 4 344㎝

○ 愛知県 一宮特別支援学校 サザンクロス 5 275㎝

東京都 府中けやきの森学園 けやっきーず 6 353㎝

東京都 花畑学園 HANAGAKU 7 199㎝

石川県 いしかわ特別支援学校 TEAM  I 11 370㎝

長崎県 佐世保特別支援学校 Sasebo BARGERS ― ―

第5回ボッチャ選抜甲子園大会 予選大会において、24得点の学校が7校あったため、決勝大会進

出校を決めるための新たな課題を設定し、挑戦した結果

・ 福井特別支援学校福井特別支援学校

・ 小牧特別支援学校小牧特別支援学校 Brex

・ 一宮特別支援学校サザンクロス

の3校が決勝大会進出となった。




