
        健康づくり宣言都市 

平成２８年度吹田市長杯秋季柔道大会実施要項 

 

  1. 主  旨   吹田市における柔道の普及・振興を図るとともに市民の健康づくりに 

寄与する。 

  2. 主  催   吹田市・公益社団法人 吹田市体育協会 

    主  管   吹田市柔道連盟 

  3. 大会日時   ２０１６年９月１８日（日） 午前１０時開会 

  4. 大会会場   吹田市立武道館「洗心館」 電話 6877-6211 

  5. 競技種目      

    【少年大会】 

     団体戦・中学生  ・男子の部   ・女子の部 

         小学生  ・高学年の部  ・低学年の部 

     個人戦・中学生男子の部   （学年別） 

         中学生女子の部 軽量の部（－４８kg）重量の部（＋４８ｋg） 

         小学生の部 １年・２年･ 

                ３年・４年 

                ５年・６年 

    【段別大会】 

     団体戦・一部（本年 4月 1日現在で 18歳以上の者により編成） 

         二部（本年 4月 1日現在で 15～17歳の者により編成）による段別団体戦。 

            なお、一部出場者においてチーム編成不能の場合に限り、二部 

            該当者の出場を認める。 

         壮年（４０歳以上の者により編成） 

         女子の部（本年 4月 1日現在で 15歳以上の者により編成） 

      個人戦・三段以上の部   ・女子有段の部 

         ・二段の部     ・女子段外の部 



         ・初段の部     一部・二部の別は在りません 

         ・段外の部 

         ・壮年の部 40歳以上        

  6. 参加資格   吹田市内に在住・在学・在勤の小学生、中学生、高校生、一般 

及び連盟が認めた者 

なお、大会出場を目的にして臨時に編成されたチームの参加は認めない。 

                         ※（二重登録者は不可） 

  7. 参 加 費   無  料 

  8. 申込方法   期間：２０１６年８月１２日（金）～２６日（金） 

           別紙参加申込み書により、下記へ申し込んでください。（郵送可） 

           公益社団法人 吹田市体育協会内 柔道大会係 

   〒564-0036 吹田市寿町 1‐1‐1 寿ビル３Ｆ 

    電話  6381 -9011  FAX  6381- 9022 

  9. 抽 選 会   ２０１６年９月３日（土）午後１時～  

武道館「洗心館」会議室にて行います。 

10. 競技方法 

【少年大会】 

（1）試合規則は、国際柔道連盟試合審判規定に準じて行い、トーナメント戦とする。 

なお、試合時間は小学 1・2・3・4年生 2分、小学 5・6年生及び中学生 3分とする。 

（2）団体戦 

  （中学生・男子の部） 

       ア.チーム編成は、監督 1名、選手 5名、補欠 2名とし、体重の重い者から 

大将、副将の順に編成すること。  

     （中学生・女子の部） 

      イ．チーム編成は 3名、補欠 1名とし、体重の重い者を大将とすること。 

（小学生の部） 

      ウ.高学年の部は大将から 6・6・5・5・4年生の順に、低学年の部は 4･3･3･2･2 



  年生の順に並べる。ただし、低位の学年の上位学年への出場は認める。 

エ.試合判定は、「有効及び指導差 2」以上とする。 

オ.勝数の多いチームを勝ちとする。勝数同一の場合は点数の多いチームを勝ちとする。 

なお、点数も同点の場合は 1回限り代表戦を行い勝負の判定を行う。 

     （3）個人戦 

        試合判定は僅差をもって判定し、必ず勝負の判定を行う。 

     （4）団体戦に出場の選手は、原則として個人戦にも出場すること。 

   【段別大会】 

（1）試合規則は、国際柔道連盟試合判定規定に準じて行いトーナメント戦とする。 

（団体戦で 3又は 4チームの場合はリーグ戦とする。） 

なお、試合時間は 4分(二部、女子は、３分 壮年の部は２分)とする。 

（2）団体戦 

     ア. 一部、二部のチーム編成は、監督 1名、選手 5名、補欠 2名とする。なお、 

選手の配列は次の通りとする。 

 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

一部 有段 有段 有段 有段 有段 

二部 有段 有段 有段 有段 有段 

＊女子・壮年のチーム編成は、監督 1名、選手 3名、補欠 1名とする。 なお、選手 

の配列は体重の軽い者より順に配列する。補欠起用の配列についても同様と 

する。2名編成もチームとして認めるが、先鋒を不戦敗とする。 

      ＊下位のクラスの者を充てることができる。 

（先鋒より、下位の段位順、体重の軽い者順に配列すること。）  

     イ. 試合判定は、「有効及び指導差 2」以上とする。  

     ウ. 勝数の多いチームを勝ちとする。勝数同一の場合は内容を見て勝ちとする。 

なお、同内容の場合は 1回限り代表戦を行い、勝負の判定を行う。   

     エ. 団体 2チームまでの出場を認める。ただし、同一選手のかけもち出場は認め 

ない。                    



   （3）個人戦 

      試合判定は僅差をもって判定し、必ず勝負の判定を行う。 

   （4）団体戦に出場の選手は、原則として個人戦にも出場すること。 

11. 競技規則 国際柔道連盟試合審判規定による。 

 ＊各参加団体は、１団体につき１名の審判員を派遣すること。 

     （全柔連審判員ライセンス保持者が望ましい） 

12. 表  彰 団体戦、個人戦とも 3位まで表彰し、優勝者には楯（持ち回り）を授与する。 

13. 備  考（1）本大会の試合中における負傷者等の事故については、応急処置のほか主催者 

は一切その責を負わない。 

（2）開催時間に遅れないこと。 

（3）昼食は、各自持参すること。 

（4）大会当日、体調不良の者は参加しないこと。 

（5）少年大会参加選手は、大会当日必ず保護者の参加承諾書を提出すること。 

（6）当日午前７時の時点で暴風雨警報が発令されている場合は中止とする。 

 

       ※会場の駐車場は大変狭いので、車での来場はご遠慮ください。   



　下記事項了承の上、吹田市長杯秋季少年柔道大会に、参加することを

5．その他　　本大会において、事故及び障害にたいしては、応急処置の

　　　　　　　　ほか主催者は、責任を負えません。

１．主　　　催　　　　吹田市、公益社団法人 吹田市体育協会　　

２．主　　　管　　　　吹田市柔道連盟　　　

３．大会会場　　　　吹田市立武道館　「洗心館」　電話　６８７７－６２１１

４．大会日時　　　　平成２８年　９月１８日（日）　　午前１０時開会～

記

保護者のみなさまへ

吹田市柔道連盟

平成２８年度吹田市長杯秋季少年柔道大会について

保護者名

住所

電話

キ　リ　ト　リ　セ　ン

吹田市柔道連盟　　殿

平成　　　年　　　月　　　日

出場者名

参　加　承　諾　書

承諾し申し込みます。

才　　体重　      　 kg 　級



平成28年度吹田市長杯秋季少年柔道大会参加申込書(個人戦中学生)

団　体　名 所在地

連　絡　先 代表者名

【個人戦】　中学生　男子の部（学年別） 女子の部（＋48－48）

氏　　　　　名 体重 氏　　　　　　名 体重 体重

1

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

氏　　　　　　名 体重
３年

電話　　（　　　　）

氏　　　　名

１年 ２年

女子の部（　　　）名男子の部（　　　）名　　　学年別に記入



平成28年度吹田市長杯秋季少年柔道大会参加申込書(個人戦・小学生)

団　体　名 所在地

連　絡　先 電話　　（　　　　） 代表者名

【個人戦】　　小学生

氏　　　　　名 学年 氏　　　　　　名 学年 氏　　　　　　名 学年

1

ふりがな ふりがな ふりがな

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

小学１年 小学2年 小学3年



平成28年度吹田市長杯秋季少年柔道大会参加申込書(個人戦・小学生)

団　体　名 所在地

連　絡　先 電話　　（　　　　） 代表者名

【個人戦】　　小学生

氏　　　　　名 学年 氏　　　　　　名 学年 氏　　　　　　名 学年

1

ふりがな ふりがな ふりがな

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

小学4年 小学5年 小学6年



平成28年度吹田市長杯秋季少年柔道大会参加申込書(団体戦)

団　体　名

連　絡　先 電話　　　　　　（　　　　）

団体名（　　　　　　　　　　　　）Ａ 団体名（　　　　　　　　　　　　）Ｂ 団体名（　　　　　　　　　　　　）

監　督 監　督 監　督

氏          名 体重 氏          名 体重 氏          名 体重

先　鋒 先　鋒 先　鋒

次　鋒 次　鋒 中　堅

中　堅 中　堅 大　将

副　将 副　将 補欠１

大　将 大　将

補欠１ 補欠１

補欠２ 補欠２

【団体戦】　　小学生(下表枠外の学年を参照の上、低位学年で且つ、体重の軽い順から配列してください)

団体名（　　　　　　　　　　　　）Ａ 団体名（　　　　　　　　　　　　）Ｂ 団体名 （                   　）Ｃ

監　督 監　督 監　督

氏          名 体重 氏          名 体重 氏          名 体重

先　鋒 （２年生） 先　鋒 （２年生） 先　鋒 （２年生）

次　鋒
（３年若しく
は４年生） 次　鋒

（３年若しく
は４年生） 次　鋒

（３年若しく
は４年生）

中　堅
（３年若しく
は４年生） 中　堅

（３年若しく
は４年生） 中　堅

（３年若しく
は４年生）

副　将
（５年若しく
は６年生） 副　将

（５年若しく
は６年生） 副　将

（５年若しく
は６年生）

大　将
（５年若しく
は６年生） 大　将

（５年若しく
は６年生） 大　将

（５年若しく
は６年生）

補欠１ 補欠１ 補欠１

補欠２ 補欠２ 補欠２

補欠３ 補欠３ 補欠３

〈注〉＊記入は楷書でもれなく。氏名にはふりがなをつけてください。

所在地

代表者名

【団体戦】　　中学生(体重の軽い順から配列してください)

男子の部 女子の部



連絡先　　　　電話　　　　　　　　　（　　　　）

　＜注＞＊記入は楷書にてもれなく
            ＊個人戦は、一部・二部の別はありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

個人戦 ・段　　　外（　　　　）名 ・初　　　段（　　　　）名 ・二　　　　段（　　　　）名
・三段以上（　　　　）名 ・壮　　　年（　　　　）名
・女子段外（　　　　）名 ・女子有段（　　　　）名

氏（ふりがな）名 年齢 氏　　　　　　　名 年齢 氏　　　　　　　名 年齢 氏　　　　　　　名 年齢

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

氏　　　　　　　名 年齢 氏　　　　　　　名 年齢 氏　　　　　　　名 年齢

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

平成28年度秋季吹田市長杯段別柔道大会　申込書(個人用)

団　体　名

代　表　者　名

所　在　地

段外の部 有段の部壮年（４０歳以上）の部 ＜女子＞

段外の部 初段の部 二段の部 三段以上の部



平成28年度秋季吹田市長杯段別柔道大会　　申込書(団体用)

団　体　名

代表者名 電話

　＜注＞＊記入は楷書にて
             ＊個人戦は、全員記入（団体戦出場者も）

＜男子＞ ＜男子＞

監　督 監　督

氏　　　　　　名 段級 氏　　　　　　名 段級 一部 二部

先　鋒 先　鋒 先　鋒 初　段 有　段

次　鋒 次　鋒 次　鋒 初　段 有　段

中　堅 中　堅 中　堅 二　段 有　段

副　将 副　将 副　将 二　段 有　段

大　将 大　将 大　将 二段以上 有　段

補　欠 補　欠 補　欠

補　欠 補　欠 補　欠

＜女子・壮年＞ ＜女子・壮年＞

監　督 監　督

氏　　　　　　名 段級 氏　　　　　　名 段級

先　鋒 先　鋒

中　堅 中　堅

大　将 大　将

補　欠 補　欠

体重の軽い順に先鋒からです。

所在地

連絡先　

【団体戦】　

Bチーム（一部・二部）○印をAチーム（一部・二部）○印を

団体戦　段別編成


