令和元年度 第６７回 関東高等学校柔道大会要項
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関東高等学校体育連盟 関東柔道連合会 群馬県教育委員会 群馬県柔道連盟
関東高等学校体育連盟柔道部 群馬県高等学校体育連盟 群馬県柔道連盟
（公財）群馬県体育協会 前橋市教育委員会
令和元年６月１日（土）・２日（日）【開会式は５月３１日（金） １５：３０より】
６月１日（土） ９：３０ 男子・女子個人試合（２回戦まで）
男子・女子団体試合（２回戦まで）
２日（日） ９：３０ 男子・女子個人試合（３回戦から決勝戦）
男子・女子団体試合（３回戦から決勝戦）
表彰・閉会式
５ 会
場 ALSOK 群馬県総合スポーツセンター ALSOK ぐんまアリーナ
〒371-0047
前橋市関根町８００番地
TEL 027-234-5555
「交通」①ＪＲ両毛線／前橋駅下車タクシー２５分
②ＪＲ上越線／新前橋駅下車タクシー２５分
③ＪＲ新前橋駅発関越交通バス／県総合スポーツセンター行き終点下車
④ＪＲ前橋駅発関越交通バス／渋川駅又は小児医療センター行き関根停留所下車徒歩約１０分
⑤関越自動車道前橋 IC より車で２５分
６ 参加資格
（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒である。ただ
し、休学中、留学中の生徒は除く。
（２）選手は、各都県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、当該競技実施要項により参加資格を得た者に限る。
（３）平成３１（2019）年度、各都県柔道連盟（協会）を経て、（公財）全日本柔道連盟に登録した者とする。
（４）年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。但し、同一競技での出場は３回までとし、同一学年で
の出場は１回限りとする。
（５）チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。
（６）統廃合の対象となる学校については、統廃合完了前の２年間に限り合同チームによる大会参加を認める。
（７）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準じる）但し、一家転住等やむを得ない場
合は、各都県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限りではない。
（８）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属高等学校体育連盟会長の承認を必
要とする。
（９）関東高等学校体育大会参加資格の特例
ア．上記（１）・（２）に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判断され、都県
高等学校体育連盟が推薦した生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。
イ．上記（４）の但し書きについては、学年区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技３回限りと
する。
【大会参加資格の別途に定める規定】
１ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、都県高等学校体育連盟の大会に参加
を認められた生徒であること。
２ 以下の条件を具備すること。
（１）大会参加資格を認める条件
ア．関東高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。
イ．参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢・修業年限ともに高等学校と一致していること。
また、連携校の生徒による混成は認めない。
ウ．各学校にあっては、都県高等学校体育連盟予選会から出場が認められ、関東大会への出場条件が満たされ
ていること。
エ．各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の指導のもとに適切
に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失することなく、運営が適切であること。
（２）大会参加に際して守るべき条件
ア．関東高等学校体育大会開催基準要項を厳守し、競技種目大会申し合わせ事項に従うとともに大会の円滑な
運営に協力すること。

イ．大会参加に際しては、万一の事故の発生に備えて傷害保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じて
おくこと。
ウ．大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。
【関東高等学校体育大会参加制限】
〔外国人留学生について〕
ア．学校教育法第１条に規定する高等学校卒業を目的として入学している生徒であること。
イ．在籍校が、都県高等学校体育連盟に加盟していること。
ウ．年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。
エ．短期留学は除く。
オ．人数については団体試合においては男女とも１名以内とする。個人試合において参加制限は設けない。
７ 引率・監督
（１）出場チームの選手は、必ず引率責任者によって引率される。引率責任者は選手のすべての行動に対し、責任を
負うものとする。
（２）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長が認める学校の職員とする。
また校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。
（３）監督、コーチ等は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（スポーツ安全
保険等）に必ず加入することを条件とする。ただし、各都県における規定が定められ、引率・監督者がこの基準
により限定された範囲内であれば、その規定に従うことを原則とする。
８ 参加制限
（１）団体試合
【男 子】
ア．東京は９校、神奈川・埼玉・千葉は各８校、栃木・茨城・群馬は各７校、山梨は６校。
イ．開催地（群馬）には、２校を加える。
ウ．チーム編成は、監督１名・選手５名（先鋒から軽量級３名・無差別２名）・補欠２名（軽量級１名・無差
別１名）の計８名とする。
エ．体重区分は、軽量級７３㎏以下とする。但し、補欠の出場は登録した階級に限る。
オ．外国人留学生のチーム人員は、１名以内とする。
【女 子】
ア．東京は７校、千葉・埼玉は６校、神奈川は５校、栃木・茨城・群馬・山梨は各３校とする。
イ．開催地（群馬）には、１校を加える。
ウ．チーム編成は、監督１名・選手３名（先鋒から軽量級２名・無差別１名）・補欠２名（軽量級１名・無差
別１名）の計６名とする。
エ．体重区分は、軽量級５７㎏以下とする。但し、補欠の出場は登録した階級に限る。
オ．外国人留学生のチーム人員は、１名以内とする。
（２）個人試合
【男 子】
ア．代表監督１名（代表は原則として各校の引率者から選出）、選手２名の計３名とする。
イ．体重の制限は設けない。
ウ．外国人留学生の参加人数の制限は設けない。
【女 子】
ア．代表監督１名（代表は原則として各校の引率者から選出）、選手１４名の計１５名とする。
イ．選手は７階級（４８㎏級・５２㎏級・５７㎏級・６３㎏級・７０㎏級・７８㎏級・７８㎏超級）とし、各
階級に２名ずつ出場できる。
ウ．出場は１階級に限る。
エ．女子団体試合は軽量級に出場し、個人試合を５７㎏級より重い階級には出場できない。
オ．外国人留学生の参加人数の制限は設けない。
９ 試合規定
（１）審判は、国際柔道連盟試合審判規定（最新版）ならびに（公財）全国高体連柔道専門部申し合わせ事項によっ
て行う。
（２）試合時間
ア．団体試合は３回戦まで３分、４回戦から４分とする。
イ．個人試合は２回戦まで３分、３回戦から４分とする。

ウ．延長戦（ゴールデンスコア）は時間制限を設けない。
（３）優勢勝ちの判定基準
ア．団体試合においては、「技あり」または「僅差」以上とする（僅差は指導差２とする）。
チームの内容が同等の場合は、代表選手を任意に選出して代表戦を行う。代表戦の判定基準は個人試合に
準ずる。
イ．個人試合においては、「技あり」または「僅差」以上とする（僅差は指導差２とする）。技による評価が
同等の場合は、延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。延長戦は、「技あり」以上の得点があ
った時点、または「指導」の数に差が出た時点で試合終了とする。
10 競技方法
（１）団体試合は、トーナメント戦を行う。勝敗の決定は次のとおりとする。
ア．勝ち数の多いチームを勝ちとする。
※ただし、一本勝ちと反則勝ちは同等とする。
イ．アで同等の場合は、「一本」勝ちの多いチームを勝ちとする。
ウ．イで同等の場合は、「技あり」による勝ちの多いチームを勝ちとする。
エ．ウで同等の場合は、代表戦を行う。
※代表戦はその対戦に出場した選手の中から任意に選出して行う。
※代表戦における優勢勝ちの判定基準は「技あり」または「僅差」以上とする。ただし勝敗が決しない
場合は、延長戦（ゴールデンスコア）を時間無制限で行う。延長戦の判定基準・実施方法は個人試合に
準ずる。
（２）個人試合は、トーナメント戦を行う。
11 表
彰
（１）団体試合
ア．１位・２位・３位（２校）に、賞状ならびに大会賞を贈る。
イ．優勝校に優勝旗を贈る。（次回の大会に返還）
ウ．成績優秀校（第５位の４校）に表彰状を贈る。
エ．１０回・２０回・３０回・４０回・５０回及び６０回の出場校に、表彰状を贈る。
（２）個人試合
１位・２位・３位（２名）に、賞状ならびに大会賞を贈る。
12 組合せ会議
（１）令和元年５月１８日（土）１３：００より、講道館第１会議室で行う。
（２）各都県代表委員が内規に基づき、抽選を行う。
13 参加料
団体試合 １校 ２０，０００円
個人試合 １名 ２，１００円
（指定の振込み口座へ ５月１７日（金）までに振込む）
振込先
群馬銀行 渋川支店
普通口座２０４４７５９
第６７回関東高校柔道大会事務局 会計 港 慎一郎
14 申込方法（個人情報の取扱いについて）
大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することはしない。
（詳しくは「関東高等学校体育大会参加における個人情報および肖像権に関わる取扱いについて」を参照のこと。
）
（１）申込み方法
ア．各出場校は、申込書を 3 部作成し、1 部を出場校控えとする。
イ．各都県代表委員は、各出場校からの申込書２部をとりまとめ、1 部を各都県高体連で保管し、1 部を大会
事務局へ簡易書留郵便で送付する。
（必ず各都県で一括してまとめ、申し込むこと。学校単位での申込みは
受け付けない。
）
ウ．各都県代表委員は、大会役員・審判員・予選内容を記入した報告書を 2 部作成する。1 部を大会事務局に
送付（郵送およびメール送信）し、1 部を控えとする。
〔※メール送信は５月１５日（水）１２：００まで〕
エ．大会参加料は、各都県で一括してまとめ、大会事務局の銀行口座へ振り込む。
（２）申込み手順および注意事項
ア．インターネット上の大会ホームページ（http://www.kanto-hs-judo.com/）から申込み手順を確認する。
必要事項を入力し、申込書を作成する。
イ．ユーザー名とパスワードは別途出場校に連絡する。
ウ．申込書作成に PC メールアドレスを用意しておくこと。

エ．必要事項を入力する際には、入力モード（全角、半角英数等）に従うこと。
オ．申込期限後、インターネット上の申込みページを閉鎖する。
（３）申込み締め切り
５月１７日（金）までに必着のこと。
〔ネットによる申込手続きは５月１５日（水）１２：００まで：厳守〕
15 注意事項
（１）申込参加者に変更が生じた場合は、選手変更届を、５月２８日（火）までは実行委員会事務局へ、それ以降に
ついては、５月３１日（金）１１時３０分までに大会会場内『選手変更受付場所』へ届ける。
なお、団体試合において正選手が事故で欠場の場合は、その場所に各階級にエントリーされた補欠を補充し、
その後、補欠に新しい選手を補充するものとする。
（補欠の補充は各階級１名までとする）
（注）但し、感染症その他天災等による場合はこれを適用しない。その対応として
ア．選手変更の受付時間の変更はしない。
イ．選手変更の充足する人員不足により、団体・個人試合に出場が不可能な場合は不戦敗となる。
ウ．５月３１日（金）の選手変更については９：３０～１１：３０まで ALSOK 群馬県総合スポーツセンター
ALSOK ぐんまアリーナ内に選手変更受付場所を設ける。
（２）計量は、男・女団体試合軽量級、女子個人戦に出場する選手は全員が行う。女子団体試合は軽量級に出場し、
個人戦を５７kg 級より重い階級には出場することはできない。
（３）競技中の疾病・傷病などの応急処置は主催者が行うが、その後の責任は負わない。なお、選手は健康保険証を
持参すること。
（４）監督は審判員を兼ねることはできない。
（５）選手はゼッケンを着用する。また、紅白帯を用意する。
（紅白帯がない場合は貸し出しをする。
）
（６）選手は全日本柔道連盟公認柔道衣、帯を着用のこと。
（２０１５年４月 IJF 新規定）
（７）エントリーに欠員が生じた場合、開催都県で補充できる。
（８）選手全員が傷害保険に加入する。
（費用は参加者が負担。詳細は別紙傷害保険加入の案内による。
）
（９）ALSOK 群馬県総合スポーツセンターALSOK ぐんまアリーナの駐車券を各委員長に送付する。駐車場では係
員の指示に必ず従う。
16 宿 泊
（１）宿泊の申込みは、別紙「宿泊要項」による。
（２）宿泊料金は、１泊３食１１，８８０円（税込）を上限とする。昼食代は、８６０円（税込）を上限とする。
（３）宿泊については、すべて大会事務局の指定した宿舎とする。
（４）宿泊の取消し及びエントリー以外については、別紙「宿泊要項」による。
17 その他
（１）練習会場 ５月３１日（金） １０：００～１４：３０ ALSOK ぐんまアリーナ
ALSOK ぐんま武道館 大道場、第一道場
６月 １日（土）
８：１５～ ９：１５ ALSOK ぐんまアリーナ
６月 ２日（日）
８：１５～ ９：１５ ALSOK ぐんまアリーナ
（ALSOK ぐんま武道館 大道場、第一道場 については１日・２日とも８：１５～最終試合まで）
（２）計
量 ５月３１日（金） １２：００～１３：００（予備計量 １１：００～１２：００）
ALSOK ぐんま武道館 男子：大道場
女子： 第二道場
（３）会議日程
１ 委員長会議
５月３１日（金） １２：００～１３：００
ALSOK 群馬県総合スポーツセンター 本館 第２会議室（３階）
２ 審判会議
５月３１日（金） １３：００～１４：００
ALSOK 群馬県総合スポーツセンター 本館 第１研修室（３階）
３ 監督会議
５月３１日（金） １４：００～１５：００
ALSOK 群馬県総合スポーツセンター 本館 第１研修室（３階）
（４）事務局及び連絡先
〒３７７―０００８ 群馬県渋川市渋川３９１２－１
群馬県立渋川青翠高等学校内
第６７回 関東高等学校柔道大会事務局 斉藤 直市
TEL ０２７９－２４－２３２０
FAX ０２７９－２４－９５４３
Ｅ－メール
nao-saito@edu-g.gsn.ed.jp
ホームページ http://www.kanto-hs-judo.com

