
 

 1 

第４１回県下少年柔道選手権大会実施要項 

 

公益社団法人  山梨県柔道整復師会 

大 会 会 長  大 室 正 美 

実 行 委 員 長  渡 辺 直 也 

 

１．日  時 令和 3 年７月 18 日（日） 小学生の部 午前 7 時 30 分受付 

午前 9 時試合開始 

                    中学生の部  午前 11 時 30 分受付 

                         午後１時試合開始 

（開閉会式は密を避ける為省略） 

 

２．会  場 小瀬スポーツ公園 県立武道館 メインアリーナ 

          甲府市小瀬町８４０ ０５５－２４３－３１１１ 

 

３．趣  旨 柔道を通じて県下青少年の健全育成と少年柔道の発展を願い  

本大会を開催します。 

 

４．主  催 公益社団法人 山梨県柔道整復師会 

        

５．後援予定 山梨県・山梨県議会・山梨県教育委員会・山梨県柔道連盟   

甲府市・笛吹市・（公・財）ふえふき文化スポーツ振興財団       

山梨日日新聞社・山梨放送・テレビ山梨・日本ネットワークサ

ービス 

 

６．参加資格 ①小学校３年生～中学校３年生迄の男・女（いずれも個人戦） 

(人数制限はなくスポ少・道場単位または中学校から申込み ) 

 

７．申し込み ４月１０日以降、当会ホームページより、参加申込書を  

ダウンロードして下さい。URL  http://www.yamasei.or.jp/ 

       必要事項を入力し下記宛に参加申込書を添付し送信願います。 

       申し込みメールアドレス narusawa@eagle.ocn.ne.jp 

       受信後、確認のメールを返信いたします。 

       また、健康記録表をダウンロードし、ご記入の上大会当日、受

付へ提出してください。 
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８．申込〆切 令和３年 ５月１０日（月）厳守のこと。 

        

９．問い合わせ 〒４０１-０３２０  

山梨県南都留郡鳴沢村１８７６ 

 なるさわ接骨院 大会事務局 

             ＴＥＬ ０５５５－８５－３７００ 

          ＦＡＸ ０５５５－８５－３７００ 

 

１０.組み合わせ 昨年度までの成績等を考慮し、大会実行委員会にて行う。  

 

１１．審判会議 審判・監督会議は大会開会前に会場にて行う。  

 

１２．試  合 国際柔道連盟試合審判規定 少年大会申し合わせ事項で行う 

試合時間は小学生２分、中学生３分、優劣は「技あり」以上 

「指導差２」以上とする。試合時間内に優劣がつかない場合 

は旗判定とする。 

＊４～６年の上位入賞者から、文部科学大臣杯争奪日整全国 

少年柔道大会の山梨県代表選手に選抜する。 

４年生は男女各１位同士による代表決定戦  

５．６年生は男子２位と女子１位による代表決定戦を行う。 

代表選手の内訳は以下のとおり 

４年生代表：先鋒（代表決定戦勝者） 

５年生代表：次鋒、中堅（男子の部１位と代表決定戦勝者） 

６年生代表：副将、大将（男子の部１位と代表決定戦勝者） 

＊不測の事態により本大会が開催できない際は、大会実行委員

が各種大会等の戦績を鑑み代表選手を選抜する事と致しま

す。 

 

１３．表  彰  各学年、優勝・準優勝・３位（２名）に賞状とメダル贈呈  

参加者全員に参加賞を贈る。  

（柔道ﾙﾈｯｻﾝｽ活動によるﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞の贈呈等、３名）  

 

１４．特別表彰 本大会中より、優秀選手として次の特別賞を贈る（予定） 

            大会会長賞、山梨県知事賞、山梨県議会長賞、甲府市長賞  

        笛吹市長賞、山梨県柔道連盟会長賞、山梨日日新聞社賞  
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        山梨放送賞、（株）日本ネットワークサービス賞  

１５．注意事項 ＊  受付時に健康記録表を必ず提出する事 

        ＊ 観覧する保護者は１選手につき１名とし、こちらも受付時

に必ず健康記録表を提出すること（小学生の部、中学生の

部ともに観覧される保護者の方は、お手数ですが健康記録

表を２部用意して、各々の受付時に提出してください） 

        ＊ 入場制限の都合上、小学生およびその保護者は、小学生の

部が終了次第速やかに会場を退出する事。（小学生の部か

ら入場している中学生の保護者の方も一時退出して頂き

ます） 

＊ 選手は、柔道衣にゼッケンを必ず取り付けること。  

＊ 皮膚真菌症（トンズランス感染症）発症の有無を各所属に

おいて必ず確認する事。感染が疑わしい、もしくは感染が

判明した選手については、迅速に医療機関において、的確

な治療を行うこと。もし選手に感染が発覚した場合は、大

会に出場できない場合もある。  

＊ 大会前 1 ヶ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の 

診察を受け、出場の許可を得ること。また、大会中脳震盪

を受傷した者は、継続して当該大会に出場する事は不可と

する。 

       ＊ 貴重品は引率の保護者や監督等責任者に預ける等、管理を 

よろしくお願いします。 

＊  各チームの責任者は、衣類、履物（ビニール袋に入れる） 

等管理し、弁当箱等チームで発生したゴミは責任を持って  

お持ち帰り下さい。 

        ＊ その他注意事項等については係員の指示に従って下さい。 

 

１６．そ の 他 ＊ 出場予定者が負傷及び疾病により欠席の場合は  

７月１６日（金）の正午迄に、大会事務局へＦＡＸにて  

連絡をお願いします。ＦＡＸ：０５５－２３２－５４８２  

        ＊ 主催者は、選手の傷害保険に加入し、その費用を負担する。 

                ＊   主催者は、大会中の不慮の負傷・疾病について応急処置を

施し、傷害保険の範囲内で責任を負うものとします。  

        ＊ 万が一の事故の発生に備え、参加選手各自で傷害保険に加

入するなどして、万全の事故対策を立てて下さい。また、

健康保険証を必ず持参する事をお願いします。  



第 41 回県下少年柔道選手権大会における 

新型コロナウイルス感染症対策と大会運営方針 

公益社団法人 山梨県柔道整復師会 

 

本大会は、全日本柔道連盟が作成した「新型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針

（Version3）」に則り、以下の方針で大会運営を行います。 

 

１．「3 密」を避け、ソーシャルディスタンスを保つため入場制限を行う。 

①選手 

②選手 1 名に対し保護者 1 名 

③監督（１団体につき各 1 名まで） 

④役員 

⑤審判員・大会係員 

 

２．健康記録表の提出と当日の検温 

全ての入場者は大会前 2 週間の健康記録表を提出する。 

※選手および入場者の参加判断は、以下の入場プロトコールとする。 

 

＜選手の試合参加の入場プロトコール＞ 

 内容 試合参加 

１ 健康記録表や誓約書を提出しない ×（不可） 

２ 試合や軽量当日に発熱（37.0 度以上）や諸症状がある ×（不可） 

３ 試合前 2 週間のうち、最初の 1 週間で連続する 3 日以上の発熱（37.0 度以

上）や諸症状があった。 

×（不可） 

４ 試合・計量 3 日前から発熱（37.0 度以上）や諸症状がある（あった） ×（不可） 

５ 試合前 2 週間のうち、最初の１週間で連続した 2 日以内の発熱（37.0 度以

上）や諸症状があった。 

〇（可） 

６ 試合前 2 週間のうち、後半 1 週間で 4 日前までの 1 日だけに発熱（37.0 度以

上）や諸症状があった。 

〇（可） 

 

※出場チームにおいては、選手が一人でも有症状のために参加不可になった場合、チーム全体として

試合を辞退することが望ましい。また、試合前 3 日以降に有症状者と練習をしていた選手の出場は

不可と判断します。 

 

※選手は試合中の待機中の位置取り（選手間は１～２ｍ離す）に注意し、選手による大声の応援や指

示は禁じられます。 



※発熱の基準は、37.0 度以上とする。ただし、平熱が 37 度前後の場合は、平熱＋0.5 度までは参加を

認める。平熱は直前 2 週間の平均値とする 

 

※入場を認めない者の扱いについて 

・選手が入場不可の場合：選手本人・帯同選手・コーチも入場できない。ただしコーチが他選手の

コーチを兼ねている場合は入場可能とする。 

・選手以外の者（帯同選手・コーチ・役員・審判員・係員等）が入場不可の場合、その本人のみ入

場できない。 

 

３．マスク・消毒・換気について 

   すべての入場者は常にマスクを着用すること。試合者のみマスクを外すことが出来る。試合場の消毒

は 5 試合毎に実施する。大会主催者は各所に消毒液を設置する。すべての入場者はこまめな手洗い

消毒を心がけること。換気は随時行う。 

 

４．入場時間の設定 

  当日は武道館入り口が密にならないよう、入場の時間を設定する。 

小学生の部 

 ※1 階入り口 

① 大会係員：８：００～８：１０ 

② 審判員：８：１０～８：３５ 

③ 大会役員：８：３５～８：５０ 

※2 階入り口 

① 選手・保護者・監督：８：００～８：３０ 

中学生の部 

 ※2 階入り口 

① 選手・保護者・監督：１２：００～１２：３０ 

※設定時間以外での入場は認めない。再入場を行う場合は、入り口係員の許可を得て入場する事。 

 

５．選手控え場所について 

  試合終了後は速やかに所定の待機場所（観客席）へ退場すること。 

 

６．練習場・練習時間（選手はマスク着用） 

①小学生 アリーナ  ８：１０～８：５０ 

②中学生 アリーナ １２：１０～１２：５０ 

 

７．監督・コーチの指示・指導について 

試合中断中（主審の「まて」から「はじめ」までの間）であっても大声での指示、指導を禁止する。

従わないコーチに対し審判員は、1 回目口頭による注意、2 回目で退場を命じる。 



 

８．健康記録表・大会参加同意書の扱いについて 

提出していただいた健康記録表・大会参加同意書は入場者把握と健康状態の確認に使用し、それ以外

の目的には使用することはありません。個人情報漏洩に注意を払い、公益社団法人 山梨県柔道整復

師会事務局にて 1 ヶ月保管し保管後は破棄いたします。 

 

９．大会終了後コロナウイルス感染が疑われる場合 

全ての入場者の中で、大会終了後コロナ感染が疑われる症状が出た場合は、医療機関を受診するとと

もに、保健所の指示に従ってください。また、山梨県柔道整復師会事務局へご報告いただきますよう

お願い致します。 

 

大会主催は、新型コロナウイルス感染症対策を優先に大会運営を行います。 

参加されるすべての皆様にご協力をお願い致します。 

 

 

お問い合わせ先 

公益社団法人 山梨県柔道整復師会 

事業部長 渡辺直也 

Tel:０９０－４７５４－３１９４  

Mail:narusawa@eagle.ocn.ne.jp 



所属 氏名

連絡先

７／５（月） ７／６（火） ７／７（水） ７／８（木） ７／９（金） ７／１０（土） ７／１１（日）

練習（あり・なし）

練習場所

体温

測定時間

強いだるさ

息苦しさ

のどの痛み

くしゃみ

せき

たん

味覚の変化

嗅覚の変化

その他
 嘔吐・腹痛・下痢等

７／１２（月） ７／１３（火） ７／１４（水） ７／１５（木） ７／１６（金） ７／１７（土） ７／１８（日）

練習（あり・なし）

練習場所

体温

測定時間

強いだるさ

息苦しさ

のどの痛み

くしゃみ

せき

たん

味覚の変化

嗅覚の変化
その他
嘔吐・腹痛・下痢等

本人氏名 （自筆）

保護者氏名 （自筆）

誓約書

本大会の運営方針を確認の上、尊守し参加することに同意します。

第41回県下少年柔道選手権大会　健康記録表（選手用）

◎大会運営方針別紙、入場プロトコールにより入場判断を行う

性別　　　　　　男　　・　　女

◎下記症状の有無について記載してください。



所属 氏名

連絡先

７／５（月） ７／６（火） ７／７（水） ７／８（木） ７／９（金） ７／１０（土） ７／１１（日）

練習（あり・なし）

練習場所

体温

測定時間

強いだるさ

息苦しさ

のどの痛み

くしゃみ

せき

たん

味覚の変化

嗅覚の変化

その他
 嘔吐・腹痛・下痢等

７／１２（月） ７／１３（火） ７／１４（水） ７／１５（木） ７／１６（金） ７／１７（土） ７／１８（日）

練習（あり・なし）

練習場所

体温

測定時間

強いだるさ

息苦しさ

のどの痛み

くしゃみ

せき

たん

味覚の変化

嗅覚の変化
その他
嘔吐・腹痛・下痢等

本人氏名 （自筆）

誓約書

本大会の運営方針を確認の上、尊守し参加することに同意します。

第41回県下少年柔道選手権大会　健康記録表（選手外）

◎大会運営方針別紙、入場プロトコールにより入場判断を行う

◎下記症状の有無について記載してください。

役員・審判員・監督・保護者・係員


