第４１回

前橋市中学校春季柔道大会要項
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２
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援

前 橋市体 育協会

３
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平 成２６ 年５月１ ０日（土 ）・１１ 日（日）
◎団 体戦 ５ 月１０日 （土）
８：３０
役 員選手集 合
９：３ ０
８：４０
計量
９：４ ０
◎個 人戦 ５ 月１１日 （日）
８：３０
役 員選手集 合
９：３ ０
８：４０
計量
９：４ ０

場

前 橋市民 体育館

前橋市教 育委員会

前 橋市中学 校長会

群馬県 柔道連盟 前橋支部

開会式
試合開始
開始式
試合開始

４

会

柔道場

５

参加 資格

６

参加 制限
◎ 団体戦
(1) 男 子各校 １チーム （選手５ 名、補員 ２名）、 女子各 校１チー ム（選手 ３名、 補員
１名 ）監督 は出場校 の教員に 限る。
(2) 編 成は体 重が最も 重い者を 大将とし 、以下順 次体重 順に行う 。選手が ５人に 満た
ない 場合も 同様に行 い、間に 欠員を置 いてはな らない 。（補員 の充当に より抜 けた
選手 は、以 後の今大 会の団体 戦には再 び出場で きない ）
◎ 個人戦
(1) 男 子階級 は、50㎏ （50㎏以 下）、55㎏（50kg超～55㎏）、60㎏（55㎏ 超～60㎏）、
66㎏（60㎏超～66㎏）、73㎏（66㎏ 超～73㎏ ）、81㎏（73㎏ 超～81㎏ ）、
90㎏（81㎏超～90㎏）、90㎏超の８ 階級とす る。
(2) 女 子階級 は、40㎏ （40㎏以 下）、44㎏（44㎏ 以下） 、48㎏（ 44㎏超～ 48㎏） 、
52㎏（48㎏超～52㎏）、57㎏（52㎏ 超～57㎏ ）、63㎏（57㎏ 超～63㎏ ）、
70㎏（63㎏超～70㎏）、70㎏超の８ 階級とす る。
※学校 及び男 女別の出 場制限数 はないも のとする 。

７

競技 規則
国際柔道 連盟試 合審判規 定（2014－2016） および「 少年大 会申し合 せ事項」 による 。た
だ し、前橋 市中体 連柔道部 での申し 合わせ事 項を優先 する。

８

競技 方法（※ 詳細に ついては 、ルール 改定に基 づき、組 合せ会 議の際に 確認する 。）
◎ 団体戦
⑴前年度 新人大 会の上位 ４校をシ ードする 。原則４ 校ごと の予選リ ーグを行 い、上 位２
校によ るトー ナメント 戦を行う 。
⑵優勢勝 ちの判 定基準は 、「有効 」または 「指導」 の差が ２段階以 上あった ときと し、
その内 容に満 たない場 合は、「 引き分け 」とする 。「指 導」の差 が２段階 以上あ った
場合、 「指導 」の少な い選手を 勝ちとす る際の名 称を「 僅差勝ち 」とする 。
⑶リーグ 戦にお けるチー ム間の勝 敗は、次 の順によ り決定 する。
ア， 勝ち数 による。
イ， アにお いて同等 の場合は 、「一本 による勝 ち」の 数による 。
ウ， イにお いて同等 の場合は 、「技あ りによる 勝ち」 の数によ る。
エ， ウにお いて同等 の場合は 、「有効 による勝 ち」の 数による 。
オ， エにお いて同等 の場合は 、引き分 けとする 。
⑷リーグ 戦の勝 ちチーム は、次の 順により 決定する 。
ア， チーム 間におけ る勝ち、 引き分け 、負けの 率によ る。
イ， アにお いて同等 の場合は 、勝ち数 による。
ウ， イにお いて同等 の場合は 、「一本 による勝 ち」の 数による 。
エ， ウにお いて同等 の場合は 、「技あ りによる 勝ち」 の数によ る。
オ， エにお いて同等 の場合は 、「有効 による勝 ち」の 数による 。
カ， オにお いて同等 の場合は 、代表戦 により決 定する 。
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・ 学校教 育法に定 める中学 校の生徒 で、前橋 市内の 中学校に 在籍し、 当該校 長の
参加許 可を得た 生徒。
・ 上記以 外の学校 に在籍し 、前橋市 中学校体 育連盟 で参加を 認めた生 徒。

⑸トーナ メント 戦におけ るチーム 間の勝敗 は、次の 順によ り決定す る。
ア， 勝ち数 による。
イ， アにお いて同等 の場合は 、「一本 による勝 ち」の 数による 。
ウ， イにお いて同等 の場合は 、「技あ りによる 勝ち」 の数によ る。
エ， ウにお いて同等 の場合は 、「有効 による勝 ち」の 数による 。
オ， エにお いて同等 の場合は 、代表戦 により決 定する 。
⑹代表戦 は３分 、準々決 勝まで旗 判定で勝 敗を決し 、ＧＳ は行わな い。準決 勝以降 はＧ
Ｓを行 う。そ の場合の 優勢勝ち の判定基 準は「有 効」ま たは「指 導１」以 上とす る。
◎ 個人戦
⑴各階級 別にト ーナメン ト戦を行 う。
⑵優勢勝 ちの判 定基準は 「有効」 または「 指導１」 以上と する。
⑶準々決 勝まで 旗判定で 必ず勝敗 を決し、 ＧＳは行 わない 。準決勝 以降はＧ Ｓを行 う。
９

表

彰

団 体戦
個 人戦

優勝チ ーム以下 第３位ま での４チ ームに 賞状を授 与する。
体重別 に優勝者 以下第３ 位までの ４名に 賞状を授 与する。

10

参加 申込

11

そ の 他
⑴団 体戦の男 子は推 薦出場校 を除き上 位３チー ム、女子 は推薦 出場校を 除き上位 ３チー ムが
県 大会に前 橋市代 表として 出場する 。ただし 事前調査 により 、県大会 出場校数 は変動 する。
⑵個 人戦は男 女とも 、推薦出 場者を除 き各階級 の優勝者 が県大 会に前橋 市代表と して出 場す
る 。ただし 大会参 加登録時 において 、男子は その階級 で１６ 名を超え るごとに 、女子 は８
名 超えるご とに１ 名県大会 への出場 数が増加 する。
⑶男 女とも、 団体戦 の補欠決 定戦及び シード校 決定戦は 、すで に予選リ ーグで試 合をし てい
る 場合は、 その結 果による 。
⑷出 場選手は 必ず背 中にゼッ ケンを貼 付する。
⑸各 チームと もオー ダー表（ １枚）を 用意する 。
(ｾﾞｯｹﾝ)
30～35cm
⑹相 手を威圧 するよ うな行為 （染髪・ 眉剃り等 ）をして
は いけない 。
25～30cm
個人名 （姓）
⑺選 手・監督 はもち ろんのこ と、応援 者におい ても、
学校 名
大 会の運営 の妨げ になるよ うな言動 は慎む。
⑻脳 震盪対応 につい て、選手 及び指導 者は下の ①～④を 遵
(取れないように白糸で縫い付ける)
守 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 局及び全 柔連に対 し、書 面により 事故報告 書を提 出す
ること 。

組 合せ会 議までに 所定の申 込書を提 出して申 し込む 。（詳細 は各校に 配布の 申し
込 み要領 による。 ）

【 オーダー 表（男 子）】

【オー ダー表 （女子） 】
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大

学
校 補
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＊模造 紙たて４ 分の１
＊補欠 名は右下 へ記入

