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千高体柔専発６号 

平成３１年４月２日 

関係高等学校長 様 

千葉県高等学校体育連盟会長  北林 栄峰 

同  柔道専門部々長  座間 弘之 

同      委員長  岩本 孝一 

 

第７２回 千葉県高等学校総合体育大会 柔道大会要項 

 

１ 主  催 千葉県高等学校体育連盟   千葉県教育委員会  （公財）千葉県体育協会 

２ 後  援 千葉県柔道連盟   千葉市教育委員会 

３ 主  管 千葉県高等学校体育連盟柔道専門部 

４ 趣  旨 県下高等学校教育の健全な発達と高校スポーツの振興を図り，あわせて全国高等学校総合体育大会

の本県代表選抜を行う。 

５ 期  日 「男女個人の部」 ２０１９年６月９日(日)   

   「男女団体の部」 ２０１９年６月２２日(土)～２３日(日) 

６ 会  場  千葉県総合スポーツセンター 武道館                   

 (千葉市稲毛区天台町３２３ TEL 043-290-8501) 

７ 参加資格 (１)千葉県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、在学する学校長の承認を必要とする。 

(２) 年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。 

ただし、同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回に限る。 

(３) チームの編成において、全日制課程・定時制過程・通信制過程の生徒による混成は認めない。

ただし、同一校に全日制課程と三部制定時制課程が併置され、日常的に全・定合同による部活

動として位置づけられ活動している場合は、特例として県内大会に限り混成を認めることがあ

る。 

(４) 転校後６カ月未満の者は参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる。) 

ただし、一家転居等やむを得ない場合は、千葉県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限

りではない。 

(５) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる参加を認める。 

(６) 部員不足に伴う複数校合同チームの参加を認める。(専門部からの申請を受け、種目特性等を考

慮した「参加上の制約」を定め、参加を認める。) 

８ 参加資格   (１)上記７の(１)に定める生徒以外で、(２)～(４)の大会参加資格を満たし、かつ、千葉県 

の特例     高等学校体育連盟会長が認めた生徒について、〈別途に定める規定〉に従い大会参加を認 

める。 

(２) 上記７の(２)のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、

同一競技３回限りとする。 

 〈大会参加資格の別途に定める規定〉 

〈１〉学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在学し、千葉県高等学校体育連盟

会長に参加を認められた生徒であること。 

〈２〉以下の条件を具備すること。 

(A) 大会参加を認める条件 

a（公財）全国高等学校体育連盟および千葉県高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を

理解し、それを尊重すること。 

b 参加を希望する専修学校および各種学校にあっては、学齢、就業年齢ともに高等学校と一致し

ていること。また、連携校の生徒による混成は認めない。 

c 各学校にあっては、地区予選会および一次予選会から出場が認められ、千葉県高等学校総合体

育大会及び全国高等学校総合体育大会への出場条件が満たされていること。 

d 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の指導の

もとに適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が

適切であること。 
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(B) 大会参加に際し守るべき条件 

a 大会要項を遵守し、競技種目大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力

すること。 

b 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害保険

に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

c 大会開催に要する経費については応分の負担をすること。 

９ 参加制限〈外国人留学生の扱いは以下の通りとする〉 

(１)学校教育法第１条に規定する高等学校に卒業を目的として入学している生徒であること。 

(２)在籍校が千葉県高等学校体育連盟に加盟していること。 

(３)年齢は４月１日現在，１９歳未満の者とする。 

(４)短期留学生は除く。 

(５)人数については専門部ごとの制限を遵守すること。 

※柔道専門部：(団体) 男子・女子とも１名以内は認める。 (個人) 参加制限なし。 

１０ 競技内容及び方法 

(１) 参加者  県高体連加盟校であり、団体戦は男女共１校１チームとする。 

(２) チーム編成 

男子団体 監督１名，選手５名，補欠１名，計７名 

女子団体 監督１名，選手３名，補欠１名，計５名 

男子個人 各地区代表７階級(60㎏･66㎏･73㎏･81kg･90㎏・100㎏･100㎏超級)各２名，シ

ード選手（県新人大会各階級ﾍﾞｽﾄ４で同階級の場合・関東県予選ﾍﾞｽﾄ４）           

女子個人 ７階級(48kg･52㎏･57㎏･63㎏･70㎏･78㎏･78㎏超級)オープン参加 

(３) 試合方法 団体、個人ともトーナメント方式で行う。 

(４) 試合規定 ① 試合は、国際柔道連盟試合審判規定ならびに千葉県高体連柔道専門部申し合わせ

事項によって行う。 

② 男子団体戦は，体重無差別で行う。 

③ 女子団体戦は，体重無差別で行う。 

④  試合時間は、団体戦３分、準決勝より４分とする。個人試合は、男女共３分とし、

決勝のみ４分とする。延長戦（ゴールデンスコア）は、時間制限を設けない。 

⑤ 判定基準は、団体試合は「技あり」または「僅差」以上とする。チームの内容が

同等の場合は代表戦選手を任意に選出して代表戦を行う。代表戦で得点差がない

場合は、延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。個人試合も、「技あり」

または「僅差(指導差２)」以上とする。技による評価が同等の場合は、延長戦（ゴ

ールデンスコア）により勝敗を決する。延長戦は、「技あり」以上の得点があった

時点、または「指導」の数に差が出た時点で試合終了とする。 

(５) 代  表 団体 男女各１校、男女個人 各階級１名を全国高等学校柔道大会の本県代表とする。

（代表の他に、補欠として団体は１校・個人は１名を決定する。） 

１１ 表  彰 団体・個人とも第１位から第３位まで賞状を授与する。 

１２ 申  込 別添参加申込書により申し込む。様式は、千葉県高体連柔道専門部ホームページよりダウンロード

して使用すること。 

(１)申込期日 ２０１９年５月２８日（火） 

申込に遅れた学校については出場を認めない。 

(２)申込書類 

  男子団体申込書２部（正・副）・男子個人申込書２部（正・副）・男子団体 HP掲載用１部 

  女子団体申込書２部（正・副）・女子個人申込書２部（正・副）・女子団体 HP掲載用１部 

(３)申し込み及び問い合わせ先 

 〒２６１－０００３ 千葉市美浜区高浜３－１－１ 市立稲毛高等学校 内 

 宮本 恭平 宛  TEL 043－277－4400 封筒には高等学校柔道大会と朱記すること。         

※個人情報の取り扱いに関して 

          大会参会に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用

することはありません。（詳しくは、千葉県高等学校体育連盟主催大会参加における個人情報及び

肖像権に関わる取り扱いについてを参照ください。） 
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１３ 参加上の注意 (１)地区主任は、地区大会を５月２７日（月）までに終了し、申込書をメールで、千葉工業高校目

黒先生まで送付して下さい。 

(２) 抽選は、５月２９日(水)の常任委員会で行う。(於：市立稲毛高等学校) 

(３) 宿泊を要する学校は、旅館と直接交渉すること。 

(４) 行事災害保険料として、一大会一人１００円を大会当日納入すること。 

(５) 計量には計量カードを選手が持参すること。 

（男子は、柔道衣下ばき、女子は、短パン・Tシャツで計量を行う） 

(６) 申込参加者に変更が生じた場合は、『選手変更届』を、大会初日の審判・監督会議１０分前まで

に『選手変更係』に提出する。なお、団体試合の選手変更は、男子１名・女子１名を限度とす

る。正選手が事故で欠場の場合は、その場所にエントリーされた補欠選手を補充し、その後、

補欠に新しい選手を補充するものとする。補欠選手が出場する場合は、顧問が試合前に『選手

変更係』まで連絡をすること。男子ベスト１６・女子ベスト８以降は、毎試合前に変更のある

なしにかかわらず『選手変更係』に申し出ること。 

※個人試合の場合は、監督会議１０分前までに補欠選手の変更を『選手変更係』まで申し出る(必

ず顧問が届け出る)とともに、計量を行っておくこと。 

※感染症その他天災等による場合はこれを適用しない。 

(７) 選手は原則として背中にゼッケンを付けて出場すること。 

(８) 選手は規定通りの柔道衣を着用し、第４条（衛生）及び、第２７条(禁止事項)の３２項を厳守

すること。 

(９) 計量時間を厳守すること。 

(10)出場校は原則として開会式に参加すること。 

（何らかの理由により遅刻または、１日目に試合がなく都合により開会式に参加できない場合

は大会本部に事前に連絡すること） 

         (11)計量カードは、千葉県高体連柔道専門部ホームページよりダウンロードして使用すること。 

１４ その他   (１) 個人戦の申込に際しては、地区主任による申込の階級と一致しているかを必ず確認すること 

(２) 大会当日、大会用オーダー表（模造紙 縦４分の１の大きさ）・計量カードを持参すること。

大会本部ではオーダー表の用紙を用意しない。 

  

(３)日程  

６月９日(日)   ７：００～８：００      会場設営（設営後開場） 

         ８：００～９：００ 受付・計量(男女) 

９：１０～  審判・監督会議 

９：５０～  開会式 

１０：１０～  試合開始 

１５：００～  表彰式 

１５：３０～  審判反省会 

 

６月２２日(土)    ６月２３日(日)  

7:00～8:00 会場設営    ８：００ 開場 

８：００  開場                ９：００～審判・監督打ち合わせ  

９：１０～ 審判・監督会議   ９：３０～試合開始 決勝まで 

 ９：５０～ 開会式 

１０：１０～ 試合開始    １５：００～男子表彰 閉会式  

女子団体決勝まで              １５：３０～後片付け・清掃 

(女子団体表彰) 

男子団体(ﾍﾞｽﾄ 32まで) 

１５：３０～審判反省会                  以上 

先 次 中 副 大 学 

          校 

          名 

先   中   大 学 

          校 

          名 


