
第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガン 選定状況について 
 

                                    

１ 募集期間   

平成 30 年９月 20 日(木)～平成 30年 11 月 12 日（月）（54 日間） 

 

２ 応募点数    

愛   称 ：   10,601点     

スローガン  ：  10,209 点            

                                                          

３ 最終候補作品（１/10 第 12 回広報・県民運動専門委員会で決定） 

【愛称】 

 

 

 

 

 

 

 

【スローガン】 

 

 

 

 

 

 

 

４ 選定スケジュール 

  1/16～31  一般投票 

（しがネット受付、学校、ジュニアユースチーム、イベント等） 

 

2/12      第 13 回広報・県民運動専門委員会 

     最優秀賞各１点・優秀作品各３点を選定 

  

   ３月下旬  愛称・スローガン公表（記者発表） 

～４月上旬 

１ うれしが  たのしが  国スポ・障スポ 

２ びわ湖きらきら滋賀  国スポ・障スポ 

３ わた SHIGA 輝く  国スポ・障スポ 

４ マザーレイク滋賀  国スポ・障スポ 

５ 虹色びわこ滋賀  国スポ・障スポ 

Ａ 湖国の感動、未来へつなぐ。 

Ｂ だれもが輝く  だれもが主役 

Ｃ ほな
ナ

、
 マ

まず
ズ

1 歩 ! 今から、ここから☆ 

Ｄ びわ湖のように  大きくかがやけ 

Ｅ びわ湖に咲く  感動の花 

報告事項(2) 

QR コード 
  （「しがネット受付サービス」 にリンク） 



第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 
マスコットキャラクター競技別公式デザインの制作について 

 
 
１．目的 
 第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会マスコットキャラクター「キャッフィー」

「チャッフィー」の競技をしている競技別公式デザインを制作することにより、県民や市町、企業・団

体等が使用できるデザインを増やし、活用率を向上させることで両大会の周知につなげ、機運醸成に寄

与させることを目的とする。 
 
２．経過 
 マスコットキャラクター競技別公式デザインについては、８月２日（木）にプロポーザル方式による

審査を行い業者を決定した。その後、競技団体の意見も踏まえたうえでの校正を行い、別添のとおり制

作した。 
 
３．主な使用用途 
 主な使用用途については、下記のような例を想定している。 
 ・県や市町、競技団体が製作する広報ポスター等において使用する。 

・県や市町、企業が製作する広報グッズ等において使用する。 
 
＜他県の使用例＞ 
 
     

 

  
福井県 

茨城県 

福井県 愛媛県 

  
茨城県 

報告事項(3) 



国民スポーツ大会
【正式競技】
1.陸上競技
キャッフィー チャッフィー セット

2.水泳（競泳）
キャッフィー チャッフィー セット

3.水泳（飛込）
キャッフィー チャッフィー セット

4.水泳（水球）
キャッフィー チャッフィー セット

5.水泳（アーティスティックスイミング）
キャッフィー チャッフィー セット

6.水泳（オープンウォータースイミング）
キャッフィー チャッフィー セット

マスコットキャラクター競技別公式デザイン



7.サッカー
キャッフィー チャッフィー セット

8.テニス
キャッフィー チャッフィー セット

9.ボート
キャッフィー チャッフィー セット

10.ホッケー
キャッフィー チャッフィー セット

11.ボクシング
キャッフィー チャッフィー セット

12.バレーボール
キャッフィー チャッフィー セット



13.ビーチバレーボール
キャッフィー チャッフィー セット

14.体操（競技）
キャッフィー チャッフィー セット

15.体操（新体操）
キャッフィー チャッフィー セット

16.体操（トランポリン）
キャッフィー チャッフィー セット

17.バスケットボール
キャッフィー チャッフィー セット

18.レスリング
キャッフィー チャッフィー セット



19.セーリング
キャッフィー チャッフィー セット

20.ウエイトリフティング
キャッフィー チャッフィー セット

21.ハンドボール
キャッフィー チャッフィー セット

22.自転車
キャッフィー チャッフィー セット

23.ソフトテニス
キャッフィー チャッフィー セット

24.卓球
キャッフィー チャッフィー セット



25.軟式野球
キャッフィー チャッフィー セット

26.相撲
キャッフィー チャッフィー セット

27.馬術
キャッフィー チャッフィー セット

28.フェンシング
キャッフィー チャッフィー セット

29.柔道
キャッフィー チャッフィー セット

30.ソフトボール
キャッフィー チャッフィー セット



31.バドミントン
キャッフィー チャッフィー セット

32.弓道
キャッフィー チャッフィー セット

33.ライフル射撃（ＣＰ）
キャッフィー チャッフィー セット

34.ライフル射撃（ＣＰ以外）
キャッフィー チャッフィー セット

35.剣道
キャッフィー チャッフィー セット

36.ラグビーフットボール
キャッフィー チャッフィー セット



37.スポーツクライミング
キャッフィー チャッフィー セット

38.カヌー（スプリント）
キャッフィー チャッフィー セット

39.カヌー（スラローム・ワイルドウォーター）
キャッフィー チャッフィー セット

40.アーチェリー（国民スポーツ大会）
キャッフィー チャッフィー セット

41.空手道
キャッフィー チャッフィー セット

42.銃剣道
キャッフィー チャッフィー セット



43.なぎなた
キャッフィー チャッフィー セット

44.ボウリング
キャッフィー チャッフィー セット

45.ゴルフ
キャッフィー チャッフィー セット

46.トライアスロン
キャッフィー チャッフィー



【特別競技】
47.高等学校野球
キャッフィー チャッフィー セット

【公開競技】
48.綱引
キャッフィー チャッフィー セット

49.ゲートボール
キャッフィー チャッフィー セット

50.武術太極拳
キャッフィー チャッフィー セット

51.パワーリフティング
キャッフィー チャッフィー セット

52.グラウンド・ゴルフ
キャッフィー チャッフィー セット



53.バウンドテニス
キャッフィー チャッフィー セット

54.エアロビック
キャッフィー チャッフィー セット



全国障害者スポーツ大会
【正式競技】
1.陸上競技　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

2.競泳　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

3.アーチェリー（全国障害者スポーツ大会）
キャッフィー チャッフィー セット

4.卓球　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

5.サウンドテーブルテニス
キャッフィー チャッフィー セット

6.フライングディスク
キャッフィー チャッフィー セット



7.ボウリング　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

8.バスケットボール　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

9.車いすバスケットボール
キャッフィー チャッフィー セット

10.ソフトボール　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

11.グランドソフトボール
キャッフィー チャッフィー セット

12.バレーボール　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット



13.サッカー　※国民スポーツ大会と共通
キャッフィー チャッフィー セット

14.フットベース
キャッフィー チャッフィー セット

15.ボッチャ
キャッフィー チャッフィー セット


