
山柔協第２２－３３５号  

    令和４(2022)年６月３０日  

 

各市柔道協会等団体の長  様 

各チームの長 様 

 

一般社団法人山口県柔道協会  

会 長  正 司 直 樹   

 (会長印を省略しています) 

  

令和４年度山口県中学校柔道大会の申し込み期限の延長について(お知らせ) 

 

当協会の事業については、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

さて、標記の大会については、先に、御案内し、申し込み後に全国中学校柔道

大会への出場が決まるなどの際の申し込み後の変更について、お知らせしておりま

す。 

本大会は例年開催している山口県柔道周南大会(周南柔協主催)の中学校の部を

本協会主催の大会に置き換え、広く県下の中学生の参加について御案内しておりま

す。 

さらに、本大会への出場については、学校単位のみならずスポーツ少年団等で

活動している中学生に向けても案内しているところです。 

つきましては、大会の趣旨をご理解いただき、特に中学３年生にとっては最後

の全県規模の大会となる本大会に、奮って御参加いただきますよう再度、御案内申

し上げます。 

おって、本大会の申込期日を誠に勝手ながら、７月２８日（木）までに延長い

たします。(変更後の要項を添付しました。) 

なお、本大会の要項、申込書等は周南市柔道協会のホームページ（下のＵＲＬ

参照）に掲載していることを申し添えます。 

 

周南市柔道協会ホームページ  

 ＵＲＬ：http://www.shunanjudo.server-shared.com/index.html 
  

  

 

問合わせ 

 一般社団法人 山口県柔道協会   

  電話・FAX  083-924-9510  

  mail:yjk@c-able.ne.jp 

 専務理事 永 冨 明 彦 

 電話   090-7130-0267 

mailto:mail:yjk@c-able.ne.jp
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 令和 4年度山口県中学校柔道大会開催要項 
 

１ 大 会 名        

  令和 4 年度山口県柔道大会 

 

２ 日 時        

  令和４年８月２０日（土）  午前９時開会式（受付８時３０分～※） 

※交流会にのみ参加のチームや選手は交流会までに受付を済ませてください。 

   ８：５０       審判監督打ち合わせ会議 

９：００～１５：００ 団体戦、３年生個人戦  

１５：００～１７：００ 中学生の交流会（練習試合等） 

（試合の進行状況により交流会の開始時刻は変わりますので、御了承願います） 

 

３ 場 所        

キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 多目的ホール 

（周南市周南緑地公園内） 周南市大字徳山４２７番地  

電話 ０８３４－２８－８３１１  http://www.shunan-taikyo.or.jp/ 

 

４ 主 催           

  一般社団法人山口県柔道協会  

 

５ 主  管      

  周南市柔道協会 

 

６ 後 援       

公益財団法人周南市体育協会（申請予定）・山口県中体連周南支部（申請予定） 

 

７ 試合等種目   

（１）中学校男子団体の部 

（２）中学校女子団体の部 

 （３）中学校３年生男子個人の部 ３階級  

（４）中学校３年生女子個人の部 ３階級  

（注）１ 団体戦には一団体から３チームまでの参加を認める。 

   ２ 個人戦は一団体から男女各階級２名までの参加を認める。 

   ３ チーム編成は当大会のために編成したものは認めない。ただし主催者が大

会運営上特別に認めるチーム・個人についてはこの限りではない。 

   ４ 団体戦・個人戦とも３位決定戦は行わない。 

   ５ 個人戦の体重測定はしませんが、階級枠内の調整をお願いします。 
 

８ 交流会 

参加選手は次のとおりとする。 

（１）団体戦または個人戦（中学校３年生）に出場する選手 

（２）団体戦・個人戦に出場しない選手 

（３）チームが団体戦に出場しなくとも交流会に参加する選手 

※ 交流会で練習試合等を行う場合は相互審判とします。 

※ 対戦相手については、体重、学年等チーム間で配慮をお願いします。 

 

 

http://www.shunan-taikyo.or.jp/
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９ 出場資格 

（１）山口県内の中学校またはスポーツ少年団等の中学生のチーム・選手。 

（２）選手は 2022 年度全日本柔道連盟登録を行っていること 

（３）次のいずれかの保険に加入していること。＊申込用紙に明記してください。 

 ①独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付制度が適用される活   

  動（部活動として参加）       

 ②スポーツ安全保険 

 ③その他(保険の名称等具体的に記載してください) 

（４）選手及び指導者は次の事項を順守・承諾すること 

①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 

②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ことは不可とす

る（なお、至急、専門医（脳神経外科）の精査を受けること）。 

③練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること 

④当該選手の指導者は大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告書を

提出すること 

⑤大会中の事故等については、各団体にて加入の保険の範囲内での適用になりま

す。保障内容が不足と思われる場合は、各団体、保護者等にて別途保険に必ず

加入して参加すること 

⑥大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・

インターネット・広告等への掲載を了解すること 

⑦公益財団法人全日本柔道連盟「試合場におけるコーチの振る舞いについて」を順 

守すること。 
 

10 参加料 

当大会（団体戦・個人戦・交流会とも）の参加料は選手１名につき５００円と

する。 ＊団体戦、個人戦、交流会にそれぞれ参加しても参加料は５００円。 

 

11  試合方法 

（１）中学校男子の部 

      チーム編成（注）は３名で原則予選リーグ、決勝トーナメント戦 

   試合時間は３分 中体連と同一方式 

（２）中学校女子の部 

      チーム編成（注）は３名で原則予選リーグ、決勝トーナメント戦 

   試合時間は３分 中体連と同一方式 

（３）中学校３年生男子個人戦 原則トーナメント戦 試合時間は３分 

   男子：軽量級(６０kg 以下)中量級(８０kg 以下)重量級(８０kg 超) 

（４）中学校３年生女子個人戦 原則トーナメント戦 試合時間は３分 

   女子：軽量級(５０kg 以下)中量級(６５kg 以下)重量級(６５kg 超) 

（注）団体戦 

①チーム編成は、「大将から体重の重い順（大将側に詰める。）」とする。 

②出場メンバーから除かれた選手は、その後の試合の出場メンバーには入れな

い（選手の入れ替えは補員登録された選手が除かれた選手の代わりに出場する

場合のみ認められる）。 

 

12 審判規定 

 団体戦 

  （１）試合は、最新の「国際柔道試合審判規定」（新ルールの変更点については全
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柔連の動画（you tube ＊https://www.youtube.com/watch?v=g9dXGU1n1S4）で公

表）と「少年大会申し合わせ事項」ならびに、審判監督会議による当大会申し合

わせ事項によるが、延長戦は行わない。 

（２）勝敗決定方法は、個々の試合においては勝ちの内容順を「一本」「技有」 

「僅差」とし、それに満たない場合は「引き分け」とする。 

（３）「僅差」については、双方の選手間に技による評価（技あり）がない、又は 

同等の場合、「指導」差が２以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優勢  

勝ちとする。差がないか、１の差であれば「引き分け」とする。 

（４）チーム間の勝敗は、一本勝ち（反則負け）、技有勝ち、僅差勝ちの順に多い 

方を勝ちとする。 

（５）リーグ戦において同率（チーム間の勝率、延べ勝ち数）の場合、一本勝ち

（反則負け）、技有勝ち、僅差勝ちの順に多い方を上位とする。 

（６）勝敗を決する必要がある場合は、任意の代表者１名をもって代表決定戦を行

う。その場合は、時間無制限によるゴールデンスコア方式によって勝敗を決す

る。（先に「技有」以上の技評価を得た選手が勝ちとなり、先に「反則負け」を

与えられた選手が負けとなる。平試合は行わない。）。 

 個人戦 

  （１）試合は、最新の「国際柔道試合審判規定」（新ルールの変更点については全

柔連の動画（you tube ＊https://www.youtube.com/watch?v=g9dXGU1n1S4）で公

表）と「少年大会申し合わせ事項」ならびに、審判監督会議による当大会申し合

わせ事項によるが、延長戦は行わない。 

（２）勝敗決定方法は、勝ちの内容順を「一本（反則負け）」「技有」「僅差」

（指導差２）とし、それに満たない場合は「旗判定」とする。 

 

13 表  彰 

    各部の優勝チームに、賞状・優勝旗、準優勝チームに、賞状・準優勝盾、３位各

チームに賞状をそれぞれ授与する。 

  個人戦の３位までの入賞者には賞状を授与する。 

 

14 申 込 み     

    添付のエクセルファイルにより参加申込書を作成し、令和４年７月２８日(木)ま

でに電子メールで主管担当の永冨（kun@m2.ccsnet.ne.jp）に申し込んでくださ

い。 

  当協会ホームページには、下のＵＲＬやＱＲコードからお進みください。 

  参加申込書等をダウンロードしてお申し込みください。 

なお、受付書を７月３１日（日）までに申込み責任者に電子メールでお送りし

ますので、受付書が到着しない場合や、受付書の内容が申込み内容と異なる場合

には、主管担当の永冨にご連絡下さい。 

受付書とともに参加料をお知らせしますので、大会当日、受付にて参加料を納入

して下さい。 

 ●主管担当 事務局   

〒746－0021 山口県周南市花園町 2-8 永冨明彦 

携帯   090－7130－0267  

電話・ＦＡＸ  0834－63－3904） 

周南市柔道協会 ホームページ 

 http://www.shunanjudo.server-shared.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9dXGU1n1S4
https://www.youtube.com/watch?v=g9dXGU1n1S4
mailto:kun@m2.ccsnet.ne.jp
http://www.shunanjudo.server-shared.com/
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15 感染症拡大予防対策について 

  本大会は応援やチーム関係者等の入場を制限するなど感染症対策を講じていま

す。 

 詳細は、別添の「令和 4年度山口県中学校柔道大会の新型コロナウイルス感染

症対策について」を御参照の上、御協力いただきますようお願いいたしま

す。 
 

16 大会参加にあたってのお願い 

（１）女子選手のＴシャツについては、色は白で、柄はワンポイントまでとなってい

ますので遵守して下さい。 

（２）監督及び引率者は大会役員に準じた服装でお願いします。それ以外の服装の

方は試合場控え席には入場できません。 

（３）選手変更については、大会当日受付において手続きをお願いします。 

（４）自動車での来場に当たっては、駐車場に限りがありますので、できるだけ乗り

合わせ等により台数を少なくしてくださるようお願いします。 

（５）選手の更衣は、男子は会場の東端で、女子は「女子更衣室」でお願いします。

特に観客席の席には荷物を置かないで下さい。 

（６）大会開催中の盗難につきましては一切の責任を負いかねます。特に貴重品につ

いては、各チームで責任を持って管理するようお願いします。 

（７）観戦は観覧席及び会場内（試合場控え席等のスペースを除く）でお願いしま

す。 

（８）観客席と会場での飲食は禁止されていますので御協力をお願いします。 

（９）監督の方は、８時５０分から審判監督会議を本部席付近で行いますので、集合

をお願いします(場内放送でご案内します)。 

（10）申込みされていて、当日参加できない場合は、大会運営に支障をきたします

ので、できるだけ早期に連絡するようご配慮願います。 

（11）会場では密を避けるため、待機場所等への移動等のお願い等の放送を行 

う場合もありますので、指示に従ってください。 
（12）大会終了後１０日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、(一社)

山口県柔道協会専務理事(電話：090-7130-0267)に報告し、濃厚接触者の情報

等の提供等感染拡大防止対応に協力してください。 

（13）開閉会式等は簡易に行います。 

（14）本大会は第４９回山口県柔道周南大会（高校団体戦）と同時開催します。 

（15）不測の事態には、主催者が大会要項を変更することについて御了承ください。 

 

17 昼食弁当の斡旋について 

昼食弁当の斡旋をします。ご希望の団体(チーム)は別紙の「昼食弁当の

斡旋について」によりＦＡＸによりお申し込みください。1 個 600円(税込

み)です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

昼食弁当の斡旋について 
 

 

 昼食弁当を斡旋します。 

 御希望の団体(チーム)は下の昼食弁当注文書により、弁当業者「ぱおいち」にＦＡ

Ｘで申し込んでください（できるだけＦＡＸでお願いします）。 

 

１．料金    １個６００円（税込み） 

２．申込締切  ８月１６日（火） 

３．その他 

①代金については、当日、受付の場所で弁当引き替え時にお支払い下さい。 

②注文数の変更等は８月１８日（木）までに「ぱおいち」に御連絡下さい。 

③代金引換の際、釣銭のないようお金の準備をお願いします。 

 

  

昼食弁当注文書 ＦＡＸ送信票  令和 4年  月  日（  ） 

弁当業者 

「ぱおいち」 

住所  

〒745-0015  

周南市平和通 2-27  

榊ビル 1F 

ＦＡＸ(TEL) 

０８３４-２１-２９２９ 

 

090-8063-3396（山崎） 

申し込み団体(チー

ム) 

住所 〒 

 

団体(チーム)名 

申し込み団体(チー

ム)責任者 

 

氏名                        

 

携帯電話番号                    

 

メールアドレス 

注文数 

８／２０(土) 個 円 

   

備考  

 



山柔協第２２－３２１号  

  令和４(2022)年５月２１日  

(令和４年７月１７日修正) 

大会関係各位 

                    

一般社団法人山口県柔道協会  

会 長  正 司 直 樹   

 (会長印を省略しています) 

 

令和４年山口県中学校柔道大会の新型コロナウイルス感染症対策について 

 
標記の新型コロナウイルス感染症対策のため、下記に御協力をいただきますようお願い

します。 

つきましては、提出書類について、お手数をおかけしますが必要部数を印刷し、作成さ

れるようお願いいたしします。 

記      

1  試合会場への入場者の制限 

次の人数に限ります(帯同審判員は含みません)。 

（１）選手 

（２）選手のチームの監督・コーチ(合せて 3 名以内) 

（３）選手の保護者 

①選手の家族につき２名以内 ※兄弟姉妹も含めて一家族とする。  

②保護者で幼児等の保護が必要な場合は別に認める。 

※これらについては事前に別紙「健康状態申告書」の提出を試合当日にお願いします。 

2  入場者（監督・コーチ・選手・保護者・役員・審判員・係員）の対応 

（１）当日受付で大会７日前以降および当日朝、体温を計測し、別紙「健康状態申告書」を

提出してください。（チーム関係者はチームでまとめて提出してください。） 

（２）次の項目に該当する場合は会場への入場を不可とします。 

①発熱(37.5°C 以上) 

②体調がよくない場合 

③同居家族や身近な知人に感染症が疑われる場合 

④過去１０日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等 

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

（３）マスク着用(選手は、競技中・ウォーミングアップ以外はマスクを着用) 

（４）大声での応援、指示は禁止 

  ※試合中(すべての間)の大声での指示・指導等の禁止とし、審判員に注意と退場の権限 

があります。１回目注意、２回目退場とします。 

（５）こまめに手洗い、消毒を実施してください（特に、選手は試合前後の確実な趣旨の消

毒を行い、目や口等の粘膜を指で触れないようにして下さい）。 

（６）会場では密を避けるため、待機場所等への移動等のお願い等の放送を行う場合もある

ので指示したがってください。 

（７）大会終了後１０日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、山口県柔道協 

会永冨明彦専務理事(電話：090-7130-0267)に報告し、濃厚接触者の情報等の提供等感染拡

大防止対応に協力してください。 



別紙

区分

氏名

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

□　あり □　なし

チェックがすべて「なし」である方が、入場できます。

大会事務局記載欄

　　　　〔健康状態申告書〕

大会当日の体温→

大会前7日間における以下の事項の有無

平熱を超える発熱（おおむね37度５分以上）

　
 【この申告書の提出先】

　　大会当日、各チームの責任者（監督）が取りまとめ、大会本部に提出してください。
　
【入場者の管理】
　チーム責任者（監督）が責任をもって、入場者を管理してください。申告書の提出のない人が入場した
場合、退場させるとともに、今後の大会において、厳正な対応をとることとします。

健康状態申告書  山口県中学校柔道大会

監督  ・  コーチ  ・  選手  ・  保護者　・　役員  ・  審判員  ・  係員

提出されたこの申告書は、目的以外に使用いたしません。また、大会後は事務局で保管し、1ヶ月
後に責任をもって破棄します。

チーム名

チェック

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生

過去１０日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ
ている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触

℃
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(一部修正) 

 

各市柔道協会等団体の長  様 

各チームの長 様 

 

一般社団法人山口県柔道協会  

会 長  正 司 直 樹   

 (会長印を省略しています) 

  

令和４年度山口県中学校柔道大会の申込み後の変更について(お知らせ) 

 

当協会の事業については、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

さて、標記の大会については、先日御案内したところですが、本大会が、全国

中学校柔道大会（2022年 8月 22日(月)～8月 25日(木)於：福島県須賀川市）の直

前であり、その予選（2022年 7月 23日(土)～7月 24日於：萩市)の結果次第では、

申し込み後に参加できない場合が考えられます。 

つきましては、現時点で本大会に参加の御意向があれば、早めににお申込みい

ただき、全国中学校柔道大会に出場が決まった場合には、7 月 28 日（木）までに

申込み後の変更について、御連絡いただきますようお願いいたします。 

また、申込み後の変更については、送付済みの申込書に変更後の内容を記載の

上、ご送付いただきますようお願い申し上げます。 

なお、本大会の要項、申込書等は周南市柔道協会のホームページ（下のＵＲＬ

参照）に掲載していることを申し添えます。 

 

周南市柔道協会ホームページ  

 ＵＲＬ：http://www.shunanjudo.server-shared.com/index.html 
  

  

 

問合わせ 連絡先 

 一般社団法人  山口県柔道協会  

専務理事 永 冨 明 彦 

 電話   090-7130-0267 

  Email kun@m2.ccsnet.ne.jp 


