湧別町少年柔道大会
湧別町少年柔道大会「
柔道大会「上野カップ２０１８
上野カップ２０１８」
カップ２０１８」開催要項
１．目

的

湧別町出身のふるさと応援大使である柔道オリンピックメダリストの上
野姉妹の冠を掲げた小中学生の全道規模の大会を開催することにより、
少年相互の親睦を深め、町の活性化や交流人口の増加を図るものとする。

２．主

催

湧別町・湧別町教育委員会

３．後

援

上野三姉妹湧別後援会、一般社団法人

北海道柔道連盟、紋別地方柔道

連盟

４．大会協賛
（予

定）

湧別町観光協会、湧別町商工会、湧別漁業協同組合、湧別町農業協同組合、
えんゆう農業協同組合、湧別ライオンズクラブ、三井住友海上火災保険株
式会社、株式会社スガイ

５．協

力

（予

定）

６．開催日時

紋別地方柔道連盟、北柔会道場、山下道場、湧別高等学校、札幌日本大学
高等学校

平成３０年１０月７日（日）
午前７時３０分

開場

午前８時００分

受付

午前８時３０分

審判監督会議

午前９時００分

開会式

午前９時３０分

試合開始

※閉会式は行わず、随時、表彰を行います。
※大会前日の６日（土）１５時００分より、有名選手による柔道教室を行
います。
※大会当日も上記講師による柔道教室を行います。

７．会

場

湧別町湧別総合体育館アリーナ・武道館
〒０９９－６４０４

北海道紋別郡湧別町栄町１５５番地の１

ＴＥＬ ０１５８６－５－２２２９

８．参加資格
（１）全日本柔道連盟に２０１８年度登録申請済みの小学１年生から中学生までの男女
（２）団体戦は各単位団体の指導者が監督として引率できることが可能である事。個人
戦のみ参加の場合は、父母のみの引率も可能とする。但
但し、監督の
監督の承諾を
承諾を得るこ
と。
（３）怪我等防止のため、受身を取ることの出来ない者については本大会の出場を認めな
い。
（４）各所属団体においてスポーツ安全保険等に加入している者
（大会期間中も保険有効期間が有効であることを必ず確認すること）
※参加者は保険証、もしくはコピーを必ず持参すること。
（５）大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のラジオ・テレビ・新聞・雑誌・イ
ンターネット・広告物への掲載を了承すること。

９．実施種目
（１）小学生の部：個人戦（男女混合の部）

①１年生の部

②２年生の部

③３年生の部

（２）小学生の部：個人戦（男子の部、女子の部学年別）

①４年生男子の部

②４年生女子の部

③５年生男子の部

④５年生女子の部

⑤６年生男子の部

⑥６年生女子の部

①男子３人制の部

②女子３人制の部

（３）中学生の部：団体戦
10．競技方法
（１）個人戦について

小学１年生から３年生は、男女混合の学年別、小学４年生から６年生は、男子
の部、女子の部の学年別の個人戦とし、トーナメント戦とする。
（２）団体戦について
①中学生は、３人制（学年問わず）による団体戦（男子の部、女子の部）のトー
ナメント戦とする。

※安全の
安全の為に、体重順（
体重順（先鋒から
先鋒から軽
から軽い順）とする。
とする。
②他の少年団及びその他の団体などとの混成は認めない。
③選手３名、補欠１名、監督１名の計５名で構成する。
④参加申込み以後の選手オーダーの変更はこれを認めない。
11．定

員

①個人戦：各部門４０名
②団体戦：男子の部３０チーム、女子の部２０チーム
（但し、１団体の申込は、男子の部２チーム、女子の部２チームまでとする。）
※定員になり次第締め切ります。申し込みは先着順
先着順とさせて頂きますので、お早目
先着順
にお申し込み下さい。
12．審判依頼
（１）各チームより２名以上の審判員をお願いします。（審判員の方には昼食を用意しま
す）
（２）申し込み用紙内の審判協力者欄に、氏名、段位、ライセンス、住所をご記入下さい。
13．審判規定
（１）国際柔道連盟試合審判規定（2017-2020）及び国内における「少年大会特別規
定」を適用する。
（２）ゴールデンスコアは本大会においては採用しない。
（３）団体戦においては、勝数の多い方を勝ちとする。
（４）勝数が同数の場合は、勝ちの内容で勝敗を決し、同数の場合は代表決定戦を行い、
その際は引き分けの試合よりくじ引きを行い（試合の主審審判員）、僅差判定以上
で勝敗を決する。
（５）優勢勝ちの判定基準
①団体戦は「技あり」または「指導差２」以上とする。
②個人戦は「指導差１」以下の場合は僅差判定を持って勝敗を決する。

14．試合時間
（１）小学生は２分間のフルタイムとする。
（２）中学生は３分間のフルタイムとする。
15．申し合わせ事項
（１）中学生の締め技は、技の効果が十分現れたとき見込みによって「一本」の判定を下
す。
（２）その他申し合わせ事項については、監督審判会議の場でこれを協議する。
（３）小学生以上は、柔道着の袖の折り込みなど無いように留意すること。
（４）柔道着コントロールは時間の関係上行いませんが、規定外および見苦しいものは着
させないように監督の先生方はご指導願います。
16．表

彰

（１）個人戦は、優勝・準優勝・第３位（２名）には賞状とメダルを授与する。
（２）団体戦は、優勝チームには、上野カップ（持ち回り）と賞状、副賞（湧別町特
産品）の授与、準優勝・第３位のチームには、賞状と副賞（湧別町特産品）を
授与する。
（３）小学校６年生の部において、男女各１名ずつ敢闘賞を授与する。
（４）その他各賞を予定。
17．ゼッケン
（１）女子は上衣の下に白Ｔシャツを着用すること。
（２）各団体は
各団体は、選手分の
選手分の紅白帯を
紅白帯を用意すること
用意すること。
すること。
（３）参加者は全員ゼッケン（名字・所属団体名入り）を柔道衣に取り付けること。ゼッ
ケンを取り付けていない選手は出場できない。なお、ゼッケンの仕様については、
下記の表のとおりとする。
さらし

布

地

ふと あや

白色（ 晒 、太彩）
横 30cm±3cm×縦 22cm±3cm

サイズ

名字（苗字）は上側 2/3
文字位置
書

体

所属名（都道府県名）は下記 1/3 横書き
太いゴシック（楷書）、男子は黒色、女子は濃い赤色

縫い位置

後ろ襟から 10cm、対角線にも強い糸で縫い付ける。

例図１
例図１：ゼッケンの文字位置
ゼッケンの文字位置・サイズ
文字位置・サイズ

例図２
例図２：ゼッケンの縫
ゼッケンの縫い位置

30cm(±3cm)
後ろ襟 10cm

名

字

2/3

22cm

ゼッケン

(±3cm)

所 属 名

1/3

18．参加上の注意
（１）当日の開館は７時３０分からとする。その他、施設の使用については、主催者の指
示に従うこと。
（２）審判監督会議は、大会当日８時３０分より１階プレイルームで行う。
（３）持ち物には必ず記名し、貴重品は各参加団体で責任を持って管理すること。また、
ゴミは各団体・個人にて持ち帰ること。（コンビニのゴミ箱に捨てないこと）
（４）会場及び敷地内は全面禁煙とする。指定された場所で喫煙すること。
（５）交通手段や宿泊は個々に手配をお願い致します。
（６）健康に不安のある人は、保護者・道場指導者と検討し棄権すること。
（７）皮膚真菌症（トンランズ感染症）について、発症の有無を各所属の責任において必
ず確認すること。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。選手に皮膚真菌症の感染が発覚した
場合は、大会への出場が出来ない場合もある。
（８）脳震盪について
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）の精密検査を受けること。）
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、大会事務局及び全柔連に対し、書面で事故報告を提出するこ
と。
19．参加申込
（１）湧別町のホームページ内の湧別町少年柔道大会
湧別町少年柔道大会「
湧別町少年柔道大会「上野カップ
上野カップ 2018
2018」から下記ファ
イルをダウンロードできる。
①湧別町少年柔道大会「上野カップ 2018」大会要項（Word 書式）
②申込書類（Ｅｘｃｅｌ書式）
※インターネットの検索画面より「
「湧別町」
湧別町」を入力し、
「北海道湧別町公式ＨＰ」
北海道湧別町公式ＨＰ」を
ＨＰ」
クリックして下さい。

ＵＲＬ：http://www.town.yubetsu.lg.jp/

（２）参加の申し込みは下記のいずれかの方法で行うこと。
①パソコン入力しメール送信する方
申込書類（Ｅｘｃｅｌ書式）に必要事項を入力した上で、そのファイルを添付し、
下記アドレス先に送付すること。
メールアドレス：
メールアドレス：yujudo@town.yubetsu.lg.jp
yujudo@town.yubetsu.lg.jp
②手書きで郵送する方
申込書類（Ｅｘｃｅｌ書式）を各自印刷し、その用紙に必要事項を記載し、書類一
式を郵送で事務局宛に郵送する。
※申込書類の郵送をご希望する方は、お手数ですが事務局までご連絡願います。
但し、定員になり
定員になり次第締
になり次第締め
次第締め切り（先着順）
先着順）となるため、
となるため、メールでの申
メールでの申し込みをお勧
みをお勧
めします。
めします。
20．申込期日

平成３０
平成３０年
３０年７月１日（日）～８
）～８月１７日
１７日（金）まで

21．参 加 料
①個人戦一人２,０００円、②団体戦１チーム５,０００円
※申し込み終了後、各チーム、少年団、道場宛に決定通知の文書を送付致します。決
定を受けた団体については、参加料の請求書を送付致しますので、大会前日か大会
当日の受付にてお支払い頂きます。
注意）
注意）請求書送付後
請求書送付後の
送付後の金額の
金額の変更は
変更はできませんので
できませんので、
ので、ご了承願います
了承願います。
います。病気や
病気や怪我等
で急遽出場
急遽出場できなくなった
出場できなくなった場合
できなくなった場合も
場合も同様です
同様です。
です。
22．申 込 先

〒０９９－６４０４
湧別町教育委員会

北海道紋別郡湧別町栄町２１９番地の１

社会教育課

湧別町少年柔道大会事務局

スポーツ振興係内

宛

ＴＥＬ：０１５８６－５－３１３２

ＦＡＸ：０１５８６－５－３７１０

Ｅメールアドレス：yujudo@town.yubetsu.lg.jp

【大会免責事項】
大会免責事項】
１．主催者は大会開催中の事故、傷病等の応急処置を行う。なお各道場にて必ず公益財団法
人全日本柔道連盟への選手登録、申請を行い、別途、スポーツ安全保険に加入している
ことを確認の上参加すること。
２．指導者、保護者、同伴者についても、スポーツ安全保険に加入するか、また自己の責任
において大会に参加すること。
３．大会会場への往復中の事故・地震・風水害・降雪・事件については、主催者は一切責任
を負いません。交通安全には十分注意の上、ゆとりを持って行動すること。また、諸事
情により大会が中止となった際の準備、移動に係わる費用については、一切責任を負い
ません。
４．主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。ただし、
主催者もしくは、委託先から申し込み内容に関する確認連絡をすることがありますの
で、あらかじめ了承すること。
５．申し込み者は、大会開催中の映像・写真・記事・記録・参加選手の氏名、年齢、住所（都
道府県名、市町村名、所属団体名）等が大会パンフレット、大会記録集、新聞、雑誌等
の印刷物及びテレビ、インターネットへ使用されることを事前に承知すること。また、
掲載権と肖像権は主催者に属する。
６．申込手続きに関する手数料は、各自で負担すること。
７．主催者は、上記の申込規約の他、各大会規則に則って開催する。

