那須地区中学校春季体育大会 柔道大会

実施要項

１

主

催

那須地区学校体育連盟

２

後

援

那須地区市町教育委員会

３

期

日

団体戦 令和４年５月１３日（金） 個人戦 令和４年５月１４日（土）
開場８：３０ 受付８：４０ 計量８：４５ 開会式９：４０ 試合開始１０：００

４
５

会
場
県北体育館武道場
種
目
(1) 団体戦
・男子団体１部 １校１チーム ・男子団体２部 １校１チーム ・女子団体 １校１チーム
(2) 個人戦
男子個人戦８階級
①50kg 級(50.0kg 以下)②55kg 級(50.0kg 超～55.0kg 以下)③60kg 級(55.0kg 超～60.0kg 以下)
④66kg 級(60.0kg 超～66.0kg 以下)⑤73kg 級(66.0kg 超～73.0kg 以下)
⑥81kg 級(73.0kg 超～81.0kg 以下)⑦90kg 級(81.0kg 超～90.0kg 以下)⑧90kg 超級(90.0kg 超)
女子個人戦８階級
①40kg 級(40.0kg 以下)②44kg 級(40.0kg 超～44.0kg 以下)③48kg 級(44.0kg 超～48.0kg 以下)
④52kg 級(48.0kg 超～52.0kg 以下)⑤57kg 級(52.0kg 超～57.0kg 以下)
⑥63kg 級(57.0kg 超～63.0kg 以下)⑦70kg 級(63.0kg 超～70.0kg 以下)⑧70kg 超級(70.0kg 超)
６ 競技規則
(1) 国際柔道連盟試合審判規定（2017-2020 施行のルール）及び国内における少年大会特別規定及び
那須地区学校体育連盟柔道専門部の代表者会議での申し合わせ事項により行う。
(2) 試合時間は団体戦・個人戦ともに３分とする。
(3) 団体戦チーム編成
ア 男子 選手５名、補欠２名（ただし、１チーム３名以上）
(ｱ) 同一選手が１部のチームの補欠と２部のチームの正選手を兼ねることができる。
(ｲ) (ｱ)の場合、１部の試合に出場した選手は２部の試合に出場できない。
イ 女子 選手３名、補欠１名（ただし、１チーム２名以上）
ウ 体重の最も重い選手を大将とし、以下体重順に編成する。
(4) 試合方法
ア 男子団体１部、女子は予選トーナメント及び順位決定トーナメントとする。
イ 男子団体２部はトーナメントとする。
ウ 個人戦は男女ともにはトーナメントとする。出場者が３名の場合はリーグとする。
７ 表彰
(1) 団体戦上位４チーム（男子１部、女子の優勝校には優勝旗を授与する。）
(2) 個人戦各階級上位４名
(3) 県大会出場 団体「男子１部」上位３チーム、「女子」出場数の半数 「個人」各階級上位２名
８ 申し込み
(1) 代表者会議までに団体戦チーム数、個人戦階級ごとの出場選手数を大会事務局に報告する。
(2) 団体戦、個人戦の申込用紙、団体戦オーダー票に必要事項を記入し、代表者会議に提出する。
(3) 団体戦、個人戦の２枚の申込用紙をＡ４用紙１枚に縮小し、１０部を代表者会議に提出する。
(4) 個人戦出場者の個票を代表者会議に提出する。
(5) 代表者会に参加できない場合は前日までに郵送またはＦＡＸで大会事務局まで申し込む。
９ 代表者会
令和４年４月１８日（月） １５：００～１６：００ 大田原中学校 ２Ｆ会議室
10 安全対策
(1) 安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校体育連盟「危機管理マニュアル」に則り、
適切に対応する。
(2) 新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟主催事業「新型コロナウイ
ルス感染症拡大予防ガイドライン」に則り、感染予防対策を講じる。
11 大会事務局
大田原市立大田原中学校 高久拓也 宛
住 所 大田原市美原 1-14-2 TEL 0287-23-3161 FAX 0287-23-3162

那須地区中学校総合体育大会 柔道大会
１

主

催

那須地区学校体育連盟

２

後

援

那須地区市町教育委員会

３

期

日

団体戦 令和４年７月８日（金）

実施要項

個人戦 令和４年７月９日（土）

開場８：３０ 受付８：４０ 計量８：４５ 開会式９：４０ 試合開始１０：００
４
５

会
場
県北体育館武道場
種
目
(1) 団体戦
・男子団体１部 １校１チーム ・男子団体２部 チーム数無制限 ・女子団体 １校１チーム
(2) 個人戦
男子個人戦８階級
①50kg 級(50.0kg 以下)②55kg 級(50.0kg 超～55.0kg 以下)③60kg 級(55.0kg 超～60.0kg 以下)
④66kg 級(60.0kg 超～66.0kg 以下)⑤73kg 級(66.0kg 超～73.0kg 以下)
⑥81kg 級(73.0kg 超～81.0kg 以下)⑦90kg 級(81.0kg 超～90.0kg 以下)⑧90kg 超級(90.0kg 超)
女子個人戦８階級
①40kg 級(40.0kg 以下)②44kg 級(40.0kg 超～44.0kg 以下)③48kg 級(44.0kg 超～48.0kg 以下)
④52kg 級(48.0kg 超～52.0kg 以下)⑤57kg 級(52.0kg 超～57.0kg 以下)
⑥63kg 級(57.0kg 超～63.0kg 以下)⑦70kg 級(63.0kg 超～70.0kg 以下)⑧70kg 超級(70.0kg 超)
６ 競技規則
(1) 国際柔道連盟試合審判規定（2017-2020 施行のルール）及び国内における少年大会特別規定及び
那須地区学校体育連盟柔道専門部の代表者会議での申し合わせ事項により行う。
(2) 試合時間は団体戦・個人戦ともに３分とする。
(3) 団体戦チーム編成
ア 男子 選手５名、補欠２名（ただし、１チーム３名以上）
(ｱ) 同一選手が１部のチームの補欠と２部のチームの正選手を兼ねることができる。
(ｲ) (ｱ)の場合、１部の試合に出場した選手は２部の試合に出場できない。
イ 女子 選手３名、補欠１名（ただし、１チーム２名以上）
ウ 体重の最も重い選手を大将とし、以下体重順に編成する。
(4) 試合方法
ア 男子団体１部はリーグ及びトーナメントとする。
イ 男子団体２部、女子団体はトーナメントとする。
ウ 個人戦は男女ともにはトーナメントとする。出場者が３名の場合はリーグとする。
７ 表彰
(1) 団体戦上位４チーム（男子１部、女子の優勝校には優勝旗を授与する。）
(2) 個人戦各階級上位４名
(3) 県大会出場 団体「男子１部」上位５チーム、「女子」出場数の半数 「個人」各階級上位４名
８ 申し込み
(1) 代表者会議までに団体戦チーム数、個人戦階級ごとの出場選手数を大会事務局に報告する。
(2) 団体戦、個人戦の申込用紙、団体戦オーダー票に必要事項を記入し、代表者会議に提出する。
(3) 団体戦、個人戦の２枚の申込用紙をＡ４用紙１枚に縮小し、１０部を代表者会議に提出する。
(4) 個人戦出場者の個票を代表者会議に提出する。
(5) 代表者会に参加できない場合は前日までに郵送またはＦＡＸで大会事務局まで申し込む。
９ 代表者会
令和４年７月１日（金） １５：００～１６：００ 大田原中学校 ２Ｆ会議室
10 安全対策
(1) 安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校体育連盟「危機管理マニュアル」に則り、
適切に対応する。
(2) 新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟主催事業「新型コロナウイ
ルス感染症拡大予防ガイドライン」に則り、感染予防対策を講じる。
11 大会事務局
大田原市立大田原中学校 高久拓也 宛
住 所 大田原市美原 1-14-2 TEL 0287-23-3161 FAX 0287-23-3162

那須地区中学校新人体育大会 柔道大会

実施要項

１

主

催

那須地区学校体育連盟

２

後

援

那須地区市町教育委員会

３

期

日

団体戦 令和４年１０月１４日（金） 個人戦 令和４年１０月１５日（土）
開場８：３０ 受付８：４０ 計量８：４５ 開会式９：４０ 試合開始１０：００

４
５

会
場
石川スポーツグラウンド くろいそ武道館
種
目
(1) 団体戦
・男子団体１部 １校１チーム ・男子団体２部 チーム数無制限 ・女子団体 １校１チーム
(2) 個人戦
男子個人戦８階級
①50kg 級(50.0kg 以下)②55kg 級(50.0kg 超～55.0kg 以下)③60kg 級(55.0kg 超～60.0kg 以下)
④66kg 級(60.0kg 超～66.0kg 以下)⑤73kg 級(66.0kg 超～73.0kg 以下)
⑥81kg 級(73.0kg 超～81.0kg 以下)⑦90kg 級(81.0kg 超～90.0kg 以下)⑧90kg 超級(90.0kg 超)
女子個人戦８階級
①40kg 級(40.0kg 以下)②44kg 級(40.0kg 超～44.0kg 以下)③48kg 級(44.0kg 超～48.0kg 以下)
④52kg 級(48.0kg 超～52.0kg 以下)⑤57kg 級(52.0kg 超～57.0kg 以下)
⑥63kg 級(57.0kg 超～63.0kg 以下)⑦70kg 級(63.0kg 超～70.0kg 以下)⑧70kg 超級(70.0kg 超)
６ 競技規則
(1) 国際柔道連盟試合審判規定（2017-2020 施行のルール）及び国内における少年大会特別規定及び
那須地区学校体育連盟柔道専門部の代表者会議での申し合わせ事項により行う。
(2) 試合時間は団体戦・個人戦ともに３分とする。
(3) 団体戦チーム編成
ア 男子 選手５名、補欠２名（ただし、１チーム３名以上）
(ｱ) 同一選手が１部のチームの補欠と２部のチームの正選手を兼ねることができる。
(ｲ) (ｱ)の場合、１部の試合に出場した選手は２部の試合に出場できない。
イ 女子 選手３名、補欠１名（ただし、１チーム２名以上）
ウ 体重の最も重い選手を大将とし、以下体重順に編成する。
(4) 試合方法
ア 男子団体１部はリーグ及びトーナメントとする。
イ 男子団体２部、女子団体はトーナメントとする。
ウ 個人戦は男女ともにはトーナメントとする。出場者が３名の場合はリーグとする。
７ 表彰
(1) 団体戦上位４チーム（男子１部、女子の優勝校には優勝旗を授与する。）
(2) 個人戦各階級上位４名
(3) 県大会出場 団体「男子１部」上位５チーム、「女子」出場数の半数 「個人」各階級上位４名
８ 申し込み
(1) 代表者会議までに団体戦チーム数、個人戦階級ごとの出場選手数を大会事務局に報告する。
(2) 団体戦、個人戦の申込用紙、団体戦オーダー票に必要事項を記入し、代表者会議に提出する。
(3) 団体戦、個人戦の２枚の申込用紙をＡ４用紙１枚に縮小し、１０部を代表者会議に提出する。
(4) 個人戦出場者の個票を代表者会議に提出する。
(5) 代表者会に参加できない場合は前日までに郵送またはＦＡＸで大会事務局まで申し込む。
９ 代表者会
令和４年９月２９日（木） １５：００～１６：００ 大田原中学校 ２Ｆ会議室
10 安全対策
(1) 安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校体育連盟「危機管理マニュアル」に則り、
適切に対応する。
(2) 新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟主催事業「新型コロナウイ
ルス感染症拡大予防ガイドライン」に則り、感染予防対策を講じる。
11 大会事務局
大田原市立大田原中学校 高久拓也 宛
住 所 大田原市美原 1-14-2 TEL 0287-23-3161 FAX 0287-23-3162

