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第４回県下少年柔道形競技会実施要項  

 

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６月５日（土）     受  付  午後２時００分  

                      開会式  午後３時開会  

２．会   場   石和清流館  

     

３．趣   旨  嘉納治五郎師範は柔道稽古方法を「形」と「乱取」の二種に分

類し、「形」は攻撃防禦に関しあらかじめ種々の場合を定め、

理論に基づき身体の動きを規定し、その規定のごとく稽古する

と教え、「乱取」とは一定の方法に拠らず、各自、勝手の手段

を用いて稽古することであると教えられた。「投の形」は講道

館柔道草創期の時代を背景として制定された古典である。少年

少女柔道は試合優先主義、勝負一辺倒から技の理合いの原点を

正しく理解、体得させることが極めて重要である。柔道を通じ

て、少年少女の健全なる心身の育成に努めると共に、参加者相

互の親睦並びに、柔道整復師に対する理解を深め、柔道の発展

に寄与することを目的とする  

 

４．主   催  公益社団法人  山梨県柔道整復師会  

        

５．後   援  山梨県柔道連盟（予定）    

 

６．参加資格  各団体１チーム  （監督１名  選手２名）                 

小学生  （４年生以上）                  

国籍、男女を問わない  

       従来通り、ゼッケンを縫い付けた柔道着を着用する事  

 

７．申し込み  令和３年４月 10 日より本会ホームページから、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 
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       受信後、確認のメールを返信いたします。  

 

８．申込〆切  令和３年 5 月１0 日（金）厳守のこと。  

        

９．問い合わせ 南都留郡鳴沢村１８７６  

 第４回県下少年柔道形競技会  大会事務局  

             ＴＥＬ  090-4754-3194 

         

１０ . 競技種目  投の形（手技・腰技・足技のみ）計９本  

 

１１．審査員会議 審査員・監督会議は開会前に会場にて行う。  

 

１２．競技方法  ５名の審査員で構成し、演技は各組 1 回とする。  

        審査基準の細部については別途定める。  

        演技順は当日抽選にて決定する。         

 

１３．表   彰   優勝・準優勝・３位を表彰する  

        優勝組には第 10 回日整全国少年柔道形競技会への  

        出場権を与える  

参加者全員に参加賞を贈る。  

 

１４．審 査 員 山梨県柔道連盟  形研究委員会に依頼する  

 

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  

＊  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  

        ＊  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こと。  

       ＊  貴重品は引率の父兄や監督等責任者に預けるようお願い  

します。  

        ＊  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  ＊  選手は主催者において傷害保険に加入します。  

        ＊  大会当日は各自健康保険証を持参する事（コピー可）  



第４回県下少年柔道形競技会における 

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審査員・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。 

※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。 

・選手以外の者（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

はスケジュール表により１演武毎に実施する。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 

  当日は施設入り口が密にならないよう、入場の時間を設定する。 

① 大会係員：１４：００～１４：０５ 

② 選手・保護者・監督：１４：０５～１４：１５ 

③ 審査員：１４：１５～１４：３０ 

 

５．選手控え場所について 

   剣道場を待機場所とする。演武終了後は速やかに退場すること。 

 

６．練習場・練習時間（選手はマスク着用） 

演武会場 １４：１５～１４：４５ 

 

７．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。 

 

     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

5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29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

5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5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4回県下少年柔道形競技会　健康記録表（演武者用）

◎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

5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29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

5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5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

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4回県下少年柔道形競技会　健康記録表（保護者用）

◎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

性別 連絡先

5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29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

5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5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）

男　　・　　女

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4回県下少年柔道形競技会　健康記録表(役員・審査員・監督)

◎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。


