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平成26年度仙台市中学校新人大会

【開会式次第】

1　開会宣言

2　優勝杯返還　　男子　仙台市立広瀬中学校

女子　仙台市立高砂中学校

3　挨拶　　　　　仙台市中学校体育連盟柔道専門部会長

仙台市立七郷中学校　校長　藤井嘉津雄

仙台市立広瀬中学校　　栗田　宮人

【閉会式次第】

1　開会宣言

2　成績発表並びに表彰

3　講評　　審判長　仙台市立袋原中学校　　藤嶋　微朝

4　挨拶　　仙台市中学校体育連盟柔道専門部副部会長

5　閉会宣言
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柔　道　競　技

競技役員

部会長　　　藤井嘉津雄（七郷）

副部会長　　小嶋　正敏（五城）

委員長　　　小岩　毅彦（広瀬）

眞二（八木山）

拓海（高砂）

大樹（広瀬）

藤嶋　微朝（袋原）

宮城県柔道連盟審判員

藤嶋　微朝（袋原）

渡邁　俊行（富沢）

矢吹　健一（五橋）

総務部　　　吉岡　眞二（八木山）

式典部　　　斎藤　崇裕（郡山）

競技都　　　南羽　拓海（高砂）

記録部　　　川村　明裕（袋原）

小林　裕明（将監東）

伏見　、淳（北仙台），

救護 伊藤　康子（向陽台）

高橋　友美（中田）

佐藤　一転（松陵）　岩田　光世（岩切）

相澤　博之（六郷）　藤嶋　微朝（袋原）

川村　明裕（袋原）　蔚藤　崇裕（郡山）

森　　正宣（東北学院）

宮城県高体連審判員

森　　正宣（東北学院）　逸見　修一（五城）

遊佐　英徳（中野）　　　和泉　大樹（広瀬）

浪岡　　裕（東北学院）

相揮　博之（六郷）　　　斎藤富美江（富沢）

小野寺ふく（南小泉）　　佐藤　友子（将監）

坂本晋太郎（長町）

高澤　健之（将監東）　　田畑　将人（中野）

佐藤　和夫（附属）　　　中西　昭五（岩切）

小友　良恵（蒲町）

西條　睦子（加茂）　武田映美子（西山）
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1．主　催

2．主　管

3．日　的

4．日　程

平成26年度　第39回仙台市中学校新人柔道大会要項

仙台市中学校体育連盟　　仙台市教育委員会

仙台市中学校体育連盟柔道専門部

仙台市内中学校生徒相互の親睦と柔道技能の向上と普及をはかる。

平成26年1、0月11日（土）～12日（日）

10月11日（土） 10月12日（日）

【男女団体　予選・決勝】

8：00

8：15

8：20－

8：40－

9：20－

9：50－

10：10－

13：00－

役員集合

会場準備・点検

開場　受付

男女団体戦　非公式計量

公式計量　柔道衣検査

監督会議

開会式

競技開始

表彰式

12：30－一

男女個人戦のみ出場校　受付・非公式計量

13：30～　男女個人戦　公式計量服装検査

（公式計量開始より60分後服装検査終了）

14：00　～　監督会議

【男女個人戦】

8：00　　　開場

8：50－　　監督会議

9：20～　　男女個人戦

13：30～　表彰式・閉会式

14：00－　会場撤去

5．会　場　．宮城県武道館（仙台市太白区根岸町15－1嶋249－1216）

6．参加資格　仙台市内の中学生で，柔道修行者であること。

7．種目　　　　◎男子団体戦

各校lチーム出場。1チーム5名とし，体重の軽い者から順から並べる。

（補員3名を登録できる）

◎女子団体戦

各校lチーム出場。1チーム3名とし，体重の軽い者から順から並べる。

（補貝2名を登録できる）

◎男女個人戦・エントリーは各階級4名以内とする。

男子　50　55　60　66　73　81　90　90超

女子　40　44　48　52　57　63　70　70超

8．競技規則（l）国際柔道連盟試合審判規定・「少年大会申し合わせ事項」による。

（2）全日本柔道連盟が示す「脳震辺の対応について」を熟読し参加すること。

（3）柔道衣は白色とする。女子の黒帯は白線入りとする。

（4）講道館から正式に段位証書が交付されている有段者は黒帯を用いること。
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9．試合方法

（1）団体戦

①・男子は予選をリーグ戦で行い，各組の1位と2位のチームで決勝トーナメントを行う。

女子は全参加チームによるリーグ戦を行う。ただし参加チームが6チーム以上のとき

は男子と同様予選リーグを行い，各組の1位と2位のチームで決勝トーナメント戦を

行う。

②　チーム編成は体重順とし，最重量の者を大将とする。選手変更は監督が所定の用紙に

記入し，委員長に届ける。一度退いた選手の再出場は認めない。

③　試合時間は3分間とする。代表戦における延長戦（ゴールデンスコア）は無制限とす

る。

④　優勢勝ちの判定基準は「有効」以上，または「僅差（指導2以上の差）」とする。

⑤　優劣の成り立ちは以下の通りとする。
一本＝反則勝ち　＞　技あり　＞　有効　＞　僅差

⑥　チーム間の内容が同等の場合は，任意の選手による代表選を行う。代表戦の勝敗の判

定基準は個人戦と同様とする。試合時間は3分とする。得点差がない場合は延長戦によ

り勝敗を決する。

⑦　リーグ戦の順位は次の方法によって決する。

ア　チーム間の「勝ち」「引き分け」「負け」の数による。／

イ　アが同様の場合は「勝ち」「負け」の内容により決する。

ウ　イが同様の場合は1名による代表戦を行う。

⑧トーナメント戦の順位は次の方法にょって決する。

ア　チーム間の「勝ち」の数による。

イ　アが同様の場合は「勝ち」「負け」の内容により決する。

ウ　イが同様の場合は1名による代表戦を行う。

（2）個人戦

①　男女ともトーナメント方式で行う。

②　試合時間は3分間とする。延長戦（ゴールデンスコア）は時間無制限とする。

③　優勢勝ちの判定基準は「有効」または「指導1」以上とする。得点差がない場合は延

長戦（ゴールデンスコア）により決定する。

10．計量及び柔道衣点検

（1）計　量

①　公式計量の前に非公式計量を行うことを認める。

②　非公式計量では指定時間内に自由に体重を計測できる。

③　公式計量は指定された時間に1回とし，再計量は一切認めない。別室計量が必要なもの

は予め申し出ること。

④　公式計量の服装は，男子は下穿き，女子はTシャツと下穿きを着用する。包帯・サポ
ーター等の着用は一切認めない。

⑤　団体戦では登録選手全員が測定を行うこと。
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⑥　個人戦では定められた体重区分にないものは失格とする。

（2）柔道衣点検

①　全日本柔道連盟柔道衣規格に合格している柔道衣（上衣・下穿き）を着用すること。

帯については平成27年度の大会から必ず規格に合格した帯を使用すること。規格に関

する確認は委員長まで問い合わせること。

②　柔道衣にはゼッケン（学校名・苗字）を縫い付けて出場すること。

ア　布地は白とする（晒・太綾）。

イ　サイズは横30cm～35cm，縦25cm～30cm

ウ　苗字は上側2／3，学校名は下側1／3の割合を基準とする。

エ　書体は太字ゴシック体を基本とする。男子は黒色，女子は赤色。

オ　縫い付け場所は襟から5cm～10cm下部の位置で，周囲と対角線を強い糸で縫

い付ける。

③　女子は上衣の下に次の何れかを着用しなければならない。

ア　相当の丈夫さがあり，下穿きの中に入る十分な長さのある白色，または白色に

近い色無地のTシャツ。

イ　白色，または白色に近い無地のレオタード。

④　柔道衣点検の際は，試合時に着けるサポーター等を着用して受けること。

⑤　胸のマーキングは学校名・校章のみ許容する。（道場名は不可）

⑥　下穿きの下にロングスパッツを着用することは認めない。

11．引率・監督

（l）参加生徒の引率・監督は出場校の校長・教員であること。

（2）大会では外部コーチを置くことができる。ただし，平成26年度に外部コーチ登録をした者の

みとする。外部コーチには教員の登録を認めない。また同一人が複数校の外部コーチになる

ことはできない。

（3）全日本柔道連盟が示す「試合場におけるコーチの振舞い」を熟読し参加すること。

（4）審判員に準じた服装をすること。

12．表彰

（1）男子・女子団体

優秀校は，男女とも第3位（2チーム）まで，ただし女子は全市一斉リーグの場合は上位3校を

表彰する。

（2）男子・女子個人

優秀選手は男女とも第三位まで（男女とも4名）表彰する。

人 を定める

＜内規＞

ただし，

参加者数8名以上 �参加者数7名～4名 �参加者数3名～1名 

3位（ベスト4）まで表彰 �2位まで表彰 �1位のみ表彰 

＜内規の基準＞

・少なくとも一回は勝った選手を表彰する。ただし，出場選手がl名の場合を除く。
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・入賞選手を決定するための決定戦は行わない。

上記に従った場合，7名以下の場合の表彰は以下の通りとなる

●参加選手7名→2位まで　●参加選手6名→2位まで　●参加選手5名→2位まで

「酷蘭「参蘭
※棄権により人数が少なくなった場合でも大会にエントリーした選手の数に即して表彰を行う。

※仙台市の大会を経ていない選手（試合場にあがっていない選手＝計量，服装検査を経ていない

選手）は，県大会に出場できない

12．申し込み

別紙申込用紙に記入の上，9月3日（水）までに仙台市立広瀬中学校・小岩毅彦宛て郵送と電子

メールで申し込む。（申込書の原本を郵送し，併せて電子データを送付すること）

広瀬中学校電子メ「ルアドレス �hiroSejh＠sendai－C．ed．jp 

13．抽選会

平成26年9月10日（水）　午後3：00～

於　仙台市立七郷中学校

14．その他

○団体戦に関しては，男子は第三位まで（4チーム）が県大会に出場する。女子はオープン参加

とする。

○個人戦に関しては。県大会を実施しない。
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15．昨年度優勝校，優勝選手

男 子 �団体戦 �広瀬中学校 

50kg級 �島野i知毅 �‾　富　沢 

55kg級 �須藤i慧 �郡　山 

60kIg級 �藤嶋　舜人 �八木山 

■66kg級一 �鈴木　亮太 �‾　富　沢 

73kg級 �鈴木　祐太 �岩　切 

81kg級 �松崎　光希i �六　郷‾ 

90kg級 �大槻　一恭生 �東北学院 

90kg超級 �木村　彰吾“ �山　田 

女 子 �i団体戦 �高砂中学校 

40kg級 �吉村　千帆 �高　砂 

44kg級 �今野．美空 �蒲　町 

48kg級 �武藤　美愛 �高　砂 

512kg級 �宇部沙也加 �郡　山 

57kg級 �高橋　美奈 �将　監 

63kg級 �鎌田　夏光 �ー岩　切 

70＿kg級 �佐藤　亜美　－ �南小泉 

70kg超級 �大友　美乃 �広　瀬 



大会申し合わせ事項

○　試合場には審判員，大会役員，選手・補員のほかは立ち入りを認めない。

○　女子選手の更衣・荷物置き場としては更衣室を使用する。

○　男子選手の更衣・荷物置き場としては観客席を使用する。

○　監督会議は第一研修室で行う。

○　ゴミは各自持ち帰るものとする。

○全館素足（上履きを使用しない）とし，下足は各自管理する（上履き下足箱は使用しない）

○　館内でのフラッシュ撮影は競技の妨げになるため禁止する。

役員・審判席 

日記録・計時－i ������i記録・計時1 
′　使用しません　　　i ��i i ���� 

l i　第2試合場　i　第1試合場 i 

出場選手待機スペース 

“応援席（2階） 

試合会場割り当て

団体戦

第1試合場 �男子団体予選リーグ戦　A班　B斑（計5試合）＼ ■男子決勝トーナメント戦（1回戦，準決勝　計3試合） 

第2試合場 �男子団体予選リーグ戦　C班　D班（計6試合） 男子決勝トーナメント戦（1回戦，準決勝　計3試合） 
ー　男子決勝戦，女子決勝戦 

第3試合場 �出場選手待機スペース‾ 

第1試合場 �男子50地紋　66鴫級　73＼転級　90kg級 

第2試合場 �男子55kg級　60k級　81kg級　女子全階級　各階級決勝戦 

第3試合場 �出場選手待機スペース 

※＼試合場の割当てに関しては上記を基本とするが，試合の進行状況により変更もあり得る。
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