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１ 開会のことば     福島県中学校体育連盟柔道専門部委員長   星  有為 

 

２ 挨拶         （公財）日本中学校体育連盟副会長      市川 嘉裕 

            （公財）日本中学校体育連盟柔道競技部部長  髙橋 健司 

 

３ 競技上の注意      大会審判長                   中西 英敏 

 

（１）第５３回全国中学校柔道大会の審判申し合わせ事項 

 

（２）協議（質疑応答） 

 

４ 諸連絡        福島県実行委員会総務部          松村 雅人 

                     競技部          小湊 仁一 

             大塚製薬株式会社 

             東武トップツアーズ（株）郡山支店 

 

５ 閉会のことば     福島県中学校体育連盟柔道専門部委員長    星  有為 



８月２１日（日） 時　間 場　所

○全国委員長会議 １２：３０～１４：５０ 須賀川市文化センター大ホール

○講道館中学校柔道指導者講習会Ⅰ（講演） １５：００～１７：００ 須賀川市文化センター大ホール

○女子団体計量　　※ブロックごとの時間指定 １２：００～１４：３０ 須賀川市文化センター小ホール

８月２２日（月） 時　間 場　所

○講道館中学校柔道指導者講習会Ⅱ（審判講習会） ８：３０～９：３０ 須賀川市文化センター大ホール

○審判会議 ９：４５～１０：１５ 須賀川市文化センター大ホール

○監督会議 １０：３０～１１：００ 須賀川市文化センター大ホール

○開会式 １２：００～１２：１０

○競技（女子団体戦） １２：３０～１７：００

○女子団体戦表彰式 １７：１５～１７：３０

○男子団体計量　　※ブロックごとの時間指定 ９：００～１４：００ 須賀川市文化センター小ホール

８月２３日（火） 時　間 場　所

○審判打合せ ８：５０～　９：１０ 須賀川アリーナ会議室

○競技（男子団体戦） ９：３０～１６：３０

○男子団体戦表彰式 １６：４５～１７：００

○女子個人計量　　※ブロックごとの時間指定 ９：００～１４：００ 須賀川市文化センター小ホール

８月２４日（水） 時　間 場　所

○審判打合せ ８：２０～　８：４０ 須賀川アリーナ会議室

○日本中学校体育連盟柔道競技部会 １７：３０～１８：３０ 須賀川アリーナ会議室

○競技（女子個人戦） ９：００～１７：００

○女子個人戦表彰式 １７：１５～１７：３０

○男子個人計量　　※ブロックごとの時間指定 ９：００～１４：００ 須賀川市文化センター小ホール

８月２５日（木） 時　間 場　所

○審判打合せ ８：２０～　８：４０ 須賀川アリーナ会議室

○競技（男子個人戦） ９：００～１７：００

○閉会式（男子個人戦表彰式含む） １７：１５～１７：３０

会議・大会日程

須賀川アリーナ

須賀川アリーナ

須賀川アリーナ

須賀川アリーナ
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１．本大会の試合審判規程、競技規則について 

（１）国際柔道連盟試合審判規程（2022年 4月 1日より施行の改正ルール）及び国内における「少年大会特

別規程」を適用する。 

（２）団体戦においては全柔連より平成３０年２月３日に発出、４月１日より運用された「国際柔道連盟試

合審判規程の団体戦への全柔連導入について」を適用する。 

（３）試合時間は団体戦、個人戦ともに３分間とする。 

（４）勝敗の決定基準は（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部（以下、日本中体連）より令和４年２月７

日に発出された「第５３回全国中学校柔道大会における競技規則の一部改正について（お願い）」（別

紙参照）を適用し、以下の通りとする。 

 

 

２．本大会の申し合わせ事項 

（１）立ち姿勢において後ろ襟を握ることを認める。 

（２）試合中において危険な状態と審判員が判断した場合は、早めに「待て」とする場合がある。 

（３）試合中において受傷し、試合続行に支障をきたす（重大な事故をさらに誘発する危険性の回避）と大

会本部が判断した場合は、試合を終了させる場合がある。 

（４）試合に臨むチームや選手の呼び出しについては試合会場内の放送後、以下の通りとする。 

 

（５）試合中(「待て」から「始め」の間を除く)の発声について、監督・コーチはベンチからの大声での指示

や指導、声援は禁止する(審判員には注意と退場の権限を与える。) 

 

３．審判業務について 

（１）各試合場の審判主任は事故係としての対応をお願いします。相談や確認がある場合は各試合場の試合

場係担当者までお申し出ください。 

（２）中体連審判員は自分の都道府県の試合審判は行わないことを原則としますが、試合進行上やむを得な

い場合は副審または審判委員を行うことがあります。 

（３）試合中の出血等による軽微な負傷については副審が救護の医師または柔道整復師のところへ選手と同

行し処置を見守る。選手が動けないような場合は、試合場統括主任を通して医師または柔道整復師を

お呼びください。 

（４）攻防や場内外の見極め、反則の有無、中学生適用の少年大会特別規程などについて試合中、副審は常

に合議を行い、スコアや罰則などがあった時はインカムを通してタイミング良く主審に伝えてくださ

い。インカムの言葉は短く端的に分かるようにお願いします。審判委員はその試合場の審判長で誤っ

①個人戦の勝敗については団体戦の個々の試合と同じように、本戦において技による得点差がな

く、「指導」差２で試合が終了した場合は、僅差による「優勢勝ち」として勝敗を決する。 

②得点差が無く、「指導」差１以内の場合は時間無制限、ゴールデンスコア（ＧＳ）による延長戦

を行う。ＧＳについては改正ルールを適用せず、技による得点がない場合、「指導」差が上回っ

た時点でその選手が負けとなる。 

 チーム、選手の呼び出しにあたっては次の通り対応する。試合場内の呼び出しで登場しない場合、場

内放送で１回目の呼び出しを行う。その後、１分間隔で２回呼び出しの場内放送を行うが、合計３回目

終了時で登場しない場合は「失格」とする。失格となった場合、一連の試合に出場できない。 
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た判定を防ぐ最後の砦です。何かあった時は、確認をお願いいたします。 

（５）代表戦についての試合進行の対応は、試合場係担当者が対応します。 

（６）試合において、審判長及び審判委員が適正介入することがありますのでご理解ください。 

（７）日本中体連より平成３１年４月１３日に発出された「試合における礼法指導及び柔道衣の正しい着装

の徹底について」に則り選手の礼法は、しっかりと正しく行わせてください。 

 

 

４．審判員割当について（審判員割当表参照） 

（１）審判は１人審判制で行い、主審・副審２名とします。審判委員は専任です。審判の担当については、

割当表を参照してください。 

   女子団体戦は１・１・１（代表戦）、男子団体戦は２・２・１（代表戦）で主審を交代してください。)

個人戦は割当表を参考にしてください。 

（２）男女団体戦、男女個人戦ともに準決勝及び決勝戦は、指名審判として連絡します。 

（３）準決勝及び決勝戦は、学校名、選手名紹介、審判員紹介の放送があります。審判及び選手の入場につ

いても放送がありますので、その指示に従ってください。「それでは試合を開始してください」の通告

後に、選手を試合場内に入れるジェスチャーをお願いします。 

 

５．新型コロナウィルス感染症防止対応 

常時マスクの着用をお願いします。また、手指消毒のご協力をお願いします。 

 

６．連絡事項 

（１）審判員は定められた公認審判員の服装（夏服）でお願いします。半袖Ｙシャツ、グレーのズボン、黒

の靴下、左胸にライセンスエンブレムを着用してください。(ノーネクタイで審判をお願いします。) 

（２）ＩＤカードは試合審判時以外、大会会場において常時着用してください。 

※審判員番号札は受付時に配布しますので、大会期間中は各自で保管してください。 

（３）開会式は指定の審判席でご起立、ご整列ください。 

（４）試合審判に影響のないよう、ご待機、ご準備のほどよろしくお願い致します。 

（５）昼食及び休憩は、須賀川アリーナ会議室をご利用ください。 

（６）審判員のマナー、エチケットについてご留意くださいますようお願い致します。 

（７）貴重品の管理は各自でお願いします。 

＜主審の礼法管理義務＞ 

 試合場外での立礼の管理義務はないが奨励されている。両選手が揃ったら両手で示唆し、試合場内に

歩み足で進ませる。試合開始線（畳二間分の内側に貼られた識別テープ）を踏まない位置につま先を合

わせさせ、相手選手と正対するまで「気をつけ」の姿勢で静止させる。正対後の互いの礼は、同時に一

呼吸４呼間のタイミングで体側にある両手を大腿前方にすべらせながら正しい立礼を行わせる。左前右

後の原則にしたがって左足、右足と前方に踏み出したら自然本体で止まらせる。手をあげたり構えたり

する臨戦態勢は認めない。正しい所作で２秒程度静止させた後、「はじめ」を宣言する。 
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２０２２年４月１日より施行の改正新ルールの解説 
１ 技の連続   

①一度動きが止まってから押し込むような技はポイントにならない。  

②技が中断せず、継続した場合はスコアである。技が中断した場合はノースコア。 

（解 説） 

中断したのちは寝姿勢 最初にかけた技で潰れ止まった場合は中断としてノースコアで寝姿勢になる。例えば

投げた方向の反対側に返すような場合はノースコア。これまで少しでも動いていたものは多少方向が違ってもスコ

アとして認めスコアとしていたが、ノースコアとなる。 

 

２ 技あり認定 
（１）側面が接地した時に、９０度以上の角度で体が畳に傾けば認定。  

技有の基準１  

①「体側全体」が９０度以上背中側、もしくは片方の「肩」と「背中上部」が、着地した場合技有とする。  

②体側全体が（９０度以上背中側に傾いて設置した場合）肘が外側に出ていてもスコアを与える。  

「体側の全体」は「腰」と「肩」のポジションをみること。  

（解 説） 

これまでは、「受」の肘が内側に入っていたら多少内側に体が傾いていてもスコアとしたことが多かった。これか

らは、肘が内側に入っていても、背中の体側と腰が ９０ 度以上で「技有」とする。肘の位置は関係なくなった。 

 

３ 技あり認定 
（２）肩と背中の上部が着けば認定。  

技有の基準２ 

①体側全体が９０度以上背中側、もしくは片方の「肩」及び「背中上部」が接地した場合技有とする。  

②体側全体が（９０ 度以上背中側に傾いて設置した場合）肘が外側に出ていてもスコアを与える。 

（解 説） 

背中の一部が接地した場合にスコアを与えないケースがあり、スコアを与えることになった。動画ではぎりぎりのと

ころでもスコアを取っている（日本ではこれまでどおりの運用）。 

 

４ 受け身 手や両肘をついての受け身は、技ありに加えて指導に。  
技有の基準 3  

①「受」が同時に両手、両肘をついた場合、「取」に技有を与えると共に「受」にも指導を与える。  

②脚取のように、「取」は寝技へ継続して有利なポジションをとれるが、「受」が有利のポジションになった場合は直ちに

「待て」である。  

（解 説） 

「受」が、背中をつかないように、両手をついたり両肘をついたりすることが多いことから、スコアと「指導」を与える

ことになった。片肘と片手を同時のときも。スコアの与え方は、「取」が投げてこの状態になり、「抑え込み」になっ

た場合、「技有」「抑え込み」となり、その後、「受」が有利になった場合は、「待て」、「指導」。「取」のアドバン

テージをみる。このペナルティが 3 度目の「指導」の場合は、これが優先される（「反則負け」の宣告）。 

＊「指導」を与えるタイミングは「待て」の後。 

 

５ めくり技 相手の背後からめくるように返していく技は技認定なし。  
①IJF 通称「Rollover counter technique（めくり）」は、ノースコアである。  

理由１：講道館が認めている技ではないため（「取」の反対側に飛ぶだけの行為や技として定めていない：「俗称・ジャン

プオーバー」）内股に対しては、内股返、内股すかし、谷落などほかにも施す技がある。  

理由２：めくり技をかけられた「受」の首に、過度の負担がかかるなどの危険性があるため。  

補足ポイント１：両者、寝技への継続は認める。  

（解 説） 

払腰、内股、払巻き込み等をかけた相手がつぶれ、それを抱え自ら相手の反対側に飛んで倒れながら相手

の背中をつける。通称「めくり」で、長年、IJF に申入れをしてきたノースコアが認められた。めくり（ジャンプオーバ

ー）でない場合は、返す側の足がついており、飛び越え状態ではない。 
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６ 逆背負い投げ 通常の背負い投げと逆に落とす投げは技の認定をされず、指導に。  
①IJF 通称「Reverse Seoi Nage（逆背負投）」はノースコア、指導である。（1 回目から指導）  

②理由１：受身が取りにくい技であり、（特に子供に対して）危険である。  

③理由 2：「崩し」「作り」はあるが、「掛け」がないため、技として認めない。 

（解 説） 

逆背負投をかければ「指導」となる。背負投では、「受」が前回り受身の状態になるが、逆背負投では「受」

は後ろに引かれ、後ろ受身の状態になり、受身が取りづらい。 

ただし、実際の試合では、いろいろなケース（技）があることが事実であり、典型的な逆背負投げは、「喧嘩四

つで釣り手側の上の襟を片方釣手と引手の両手で持って後ろ回り捌きで入りながら、逆側に引き落とす」のだ

が、逆襟をもってかけるものもあり、審判の立場で判断すると明らかな襟背負いであることが最初の条件になる

が、背負投を得意とする選手の立場からすると、反対の肩口から落ちる場合には、逆背負投げと判断されること

があることに留意し、技を組み立てることが必要である。 

今の段階では、逆背負投の定義が細かく規定できていないことを選手は理解することが必要。同じ方の襟を両

手で持って標準的な背負投げに入っても空回りして逆サイドへ投げた際に逆背負投との見極めが難しいケース

が考えられるので、選手は基本的な諸手背負投や一本背負投を掛けるなど攻撃方法を変更する方が無難であ

ると思われる。 

 

７ 投げ終わりの帯より下をつかむ動き 投げ終わりに限り、相手が寝技状態であれば帯より下（下半身）

を触っても反則にはならず。  
①技の最後の動作で帯より下に触れることを認める（投げた場合はスコアとなる）。  

②技が中断した場合に帯より下をつかんだ場合は寝技とみなす（スコアやペナルティは与えない）。  

補足ポイント１：ビデオにでた「巻込み」で多く見られるケースである。低い背負投げからの脚取り、脚を  

抑えながらの小内巻込みは認めない。  

補足ポイント２：技に入って時点では脚に触れていないが、技を終えるときに偶発的に取の腕が受けの 

脚に触れた場合に指導は与えない。ただし、脚に触れる行為が（受けの脚を押すなど）投        

技をアシストする行為である場合は指導で、変更なし。  

（解 説） 

これまでの、少しでも触れたら「指導」の反則を適用することは、行き過ぎということで、例えば、払巻き込みが明

らかに決まり、巻込みから寝技移行の際に脚に触れることは認めるようになった（この例でノースコアで指導の場合

があった）。また、巻き込んで止まり、一旦技が終わった場合は寝姿勢で脚をつかんだことになる。 

 

８（首回りの）襟と襟（首）を持つ組み手 攻撃中であれば認められる。  
①ポジティブな展開（ブロッキングをしていない場合）であれば「奥襟」と「襟」を認める。  

（解 説） 

体重無差別の大会では、身長・体重差があり、小さな相手を力任せに抑えつけ潰す場合があるが、技をかけ

ない消極的な柔道は「指導」であるが、この組手をしても相手を本気で投げようとするものはペナルティではない。 

 

９ 標準的ではない組み手 後帯、片襟、クロスグリップ、ピストルグリップ、ポケットグリップは攻撃準備

段階では認める。  
①帯、片側、クロスグリップ、ピストル、ポケットグリップはすべて標準的な組み方ではない。  

②標準的な組み方ではない組手の場合、技の準備を行う時間が与えられる。  

補足：今までの「直ちに」からは、技を準備するための時間が選手（取）に与えられる。  

（解 説） 

攻撃につながるような状況（動き）であれば標準的ではない組み方でも認められる。 

動かして、さらに動かしてなどして、攻めている状態であれば認められる。 

 

１０ 切り離しの反則 組み手を切った場合は、すぐに自分から組み直さなければ指導  
①（相手の）組手を片手、もしくは両手で切り、直ちに相手を持ち直してポジティブな展開であれば「指導」ではない。  

②（相手の）組手を片手、もしくは両手で切り、直ちに組手を持ち直さない場合は指導を与える。  

補足ポイント１：組手を切った選手が、（自身の組手を離すなど）ただちに持ち直さなかった場合は指導を与える。  

補足ポイント２：両手で組手を切って積極的な展開に進めば「指導」は与えない。  
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補足ポイント３：脚を使って組手を切る行為は（その後の展開にかかわらず）指導を与える。  

（解 説） 

指導のジェスチャーは「取り組まない」の動作になる。柔道の試合において「組手争い」は非常に重要な位置

づけがある。明らかに逃げるために組まないという場合に「指導」となる。両手で切ったとき、相手が下がり逃げる

場合があるが、切った側は、取りに行かないと、「指導」となる。組手争いの時に自分から取りに行こうとすることが

重要。切った後・切れた後の攻撃的な動作が必要。はたいて切るのはこれまでどおり指導。お互いが積極的な

組手争いをしている場合は、このペナルティは必要ない。組手を切って明らかに逃げる場合（下がる場合）は「指

導」。 

 

１１ 柔道衣、髪を直す行為 自ら服装を正す、ヘアゴムなどで髪を結い直す行為は１試合１度まで。 
２度目からは指導。  

①「柔道衣の直し」、「髪の直し」は、１試合にそれぞれ１回認められる。２回目は指導である。  

②補足ポイント：故意に帯をほどくことは今までと変わらず「指導」である。  

（解 説） 

これまで、柔道衣については「待て」と「始め」の間に柔道衣を直しなさいということで、直さない場合には審判

が指示する（1 回目）。2 回目は「指導」。今回、髪の結いなおしについても、柔道衣と同じように考えてもらえばよ

い。（髪の結いなおしの反則規程はルールブックになかった。）髪を束ねているゴムを、取れていないのに、自らゴム

をとりはずし、結いなおす行為は 1 回目。2 回目で「指導」。審判の同意・指示があればカウントせずに結いなおせ

る。 

 

１２ 頭から突っ込んでの投げ技  頭から畳に突っ込むように投げる技は反則負け。  
従来では対象でなかった頭の側部でも同様に反則負けとなる。  

①ヘッドダイブは危険な為、「反則負け」になる。  

補足ポイント：今までのルールと変わらないが、（特に子供が真似をして首を怪我するような事案が発生しないようにする

ため）より厳格に判断する。  

（解 説） 

トップアスリートはケガしないかもしれないが、子供のためによくない。今までよりも厳しく「反則負け」を適用する。

これまで、側頭部、額が畳についた場合に反則を取らない場合があったが、後頭部、まっすぐでなく横から頭をつ

く投技は「反則負け」となる。映像では肩が微妙に先に接地したスコアの例があるが、「反則負け」とされてもしか

たがない。袖釣込腰がダイビングの典型的な例であったが、頭がついてなくとも真正面に飛び込んで技をかけれ

ば「反則負け」となる。 

〇補足説明 

①帯が緩い場合は、審判が指示をする。２回目は「指導」。 

②柔道衣の規格の変更があるが、国内は検討中。中体連、高体連からは２年間は猶予期間を設ける等の申し

入れがある。国内での適用については、検討してお知らせする。 

③医療行為で、脱臼について速やかに正しく医者が直すという方向があり、テーピングをまくなどがあるが、これも

検討中である。 
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国内における「少年大会特別規程」 

 

国内における少年（中学生以下）の試合は、国際柔道連盟試合審判規程に則って行われるが、安全

面を考慮し、次の条項を加えて行なうものとする。 

 

第17条（抑え込み） 

附則として次を加える 

寝技の攻撃・防御において、脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断したときは「待て」とする。 

 

第18条 禁止事項と罰則 

指導（軽微な違反） 

１．立ち姿勢で相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。 

ただし、技を施すため、瞬間的（1，2秒程度）に握ることを認める。 

（注）中学生は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることを認める。 

２．両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。 

３．関節技及び絞技を用いること。 

４．無理な巻き込み技を施すこと。 

５．相手の頸を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。 

６．小学生以下が、裏投を施すこと。 

 

 反則負け（重大な違反） 

１．攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めること。 

２．「逆背負投」（通称）の様な技を施すこと。 

３．両袖を持って投げ技を施すこと。 

 

（附則） 

指導（軽微な違反） 

１．〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係 

①「後ろ襟」とは、柔道衣を正しく着用したときの頸の後ろ側（うなじあたり）の範囲をい

う。試合者の一方が後ろ襟を握った後、その襟を引き下げて側頸部にずらした場合でも「後

ろ襟」とみなす。 

②「背部を握る」の範囲は、目安として肩の中心線に手首がかかるような状態をいう。背部を

握った後、柔道衣をたぐりよせて釣り手の一部の指が後ろ襟の内側を握る状態になっても背

部とみなす。特例として「後ろ襟、又は背部を握った」状態で、通称ケンケン内股等(内股

に限らずケンケンとなる大内刈や大外刈等）をかけることは、〔瞬間的（1，2 秒程度）〕

の事項を適用せず、また、その後、連絡した技や変化した技についても、技の効果が途切れ

るまで継続を認める。 

 

２．〔両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。〕関係 

両膝を最初から畳につくとは、膝の外側部、内側部も含む。同時はもちろん、ほとんど同時と

見なされる場合も含む。技が崩れた結果である場合は反則としない。 

 

３．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係 

①寝技の攻撃・防御において、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみな

さない。抑え込もうと脚を交差して相手を制止した後、絞まっている状態あるいは脊椎及び

脊髄に損傷を及ぼす動作と判断した場合は、受傷を防ぐために、早めに「待て」とする。ま

た、通称「三角固」の体勢となった時点で、危険な状態ではないと判断しても、交差してい

る脚を直ちに解かなければ「待て」とする。交差していた脚を直ちに解けば、寝技の攻撃・

防御は継続となる。 
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②故意ではなかったが、絞技および関節が極まった場合は、「待て」とする。 

 

４．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係 

「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻

き込んだ技をいう。 

 

５．〔相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰などを施すこと。〕関係 

「相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頸に巻きつけて施した場

合のみをいう。 

 

 反則負け（重大な違反） 

２．〔「逆背負投」（通称）の様な技を施すこと。〕関係 

例えば一方の試合者が右組み、他方の試合者が左組みの体勢から、右組みの試合者が、正しく

組んだ釣り手側の前襟を両手で握りながら、右足前回り捌き又は、左足後回り捌きで技を施

し、相手を左方向に一回転させながら捻りを加えて、背中、又は頭から投げ落とす様な技をい

う。但し、背負投を施して、相手が技を防御するために反対の肩越しに落ちた場合は含まな

い。 

３．〔両袖を持って投げ技を施すこと。〕関係 

相手の両袖を左右それぞれの手で持ったまま袖釣込腰、大外刈、外巻込等の技を施した場合を

いう。 

但し、相手の片袖を持って、相手に自身の片袖を持たせたまま内股等の技を施した場合は含ま

ない。 

 

改廃 

本規程の改廃は、審判委員会において協議し、理事会の承認を得て行う。 

 

付則  この申し合わせは、平成22年５月１日から実施する。 

この申し合わせは、平成23年６月14日から部分変更して施行する。 

この申し合わせは、平成27年３月31日から改正し、平成27年６月１日から施行する。 

この申し合わせは、平成27年11月30日から申し合わせを特別規定として改正し、施行する。 

この特別規定は、平成30年３月１日から改正し、平成30年４月１日から施行する。 

この特別規定は、令和３年３月15日から特別規程と改正し、施行する。 

この特別規程は、2022年1月24日から改正し、2022年4月1日から施行する。 

- 8-



全柔連発第29-0840号 
平 成 3 0 年 3 月 6 日 

 
都道府県柔道連盟（協会） 
会長 殿 

 
公益財団法人全日本柔道連盟   
審判委員会委員長 大迫 明伸 

〔 公 印 省 略 〕 
 

少年大会における「両袖を持って施す投げ技」の取り扱い並びに 
国内における「少年大会特別規定」への反映について 

 
最近、少年の大会等におきまして、「両袖を持って施す投げ技」によって、投げられた選手

が顔面及び頭頂部から落下し、頸椎損傷あるいは脳振盪等を起こすケースが報告されていま
す。少年柔道の基盤は「基本の習得」と「安全管理」であることは明白です。そこで、全柔連
審判委員会では、現行の「少年大会特別規定」の改定の必要性を認識し、改定作業に着手して
おりました。 
 
今回の改訂検討の結論として、特に発育発達段階の視点から、全柔連主催の少年の大会（中

学生以下）においては、「両袖を持って施す投げ技」を禁止とし、施した場合には「反則負
け」とすることにしました。 

 
そこで、関係各団体におかれましては、以上の趣旨をご理解戴き、各団体関係者及び選手へ

の啓発・ご周知をお願い申し上げます。 
 
注）「両袖を持って施す投げ技」とは、近年国内外の大会等で頻繁に使用されるようになった
技術であり、相四つ、喧嘩四つの組み手において、相手の両袖を左右それぞれの手で持ちなが
ら、袖釣込腰、大外刈、払巻込などを施技することを指します。 
相手の両袖を持って施技することにより、投げられた試合者にとって、腕による受身がとり

にくい体勢で、顔面及び頭頂部から畳に落下する恐れがあり、危険性を伴います。 
国内の少年大会等において、重篤な事故につながったという報告は届いておりませんが、施

技に伴う受傷が危惧されています。 

袖釣込腰 大外刈 払巻込

相手の両袖を持ったまま
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平成３０年４月６日

（公財）日本中学校体育連盟

柔道競技部 各ブロック長様

都道府県中学校体育連盟

柔道競技部委員長（部長）様

関係者各位

（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部

競 技 部 長 髙 橋 健 司

第４９回全国中学校柔道大会の審判規定ならびに個人戦の勝敗決定方法について（周知）

新学期を迎え、校務多忙の毎日が続きますが、平素より中学校柔道の普及発展にご尽力いた

だき、まことにありがとうございます。

（公財）日本中学校体育連盟（以下日本中体連）傘下の各大会においては、昨年４月１日よ

り導入された国際柔道連試合審判規定（以下ＩＪＦ規定）２０１７～２０２０改正ルール及び

国内における「少年大会特別規定」（以下「少年規定」）を適用して大会を運営されてきたこ

とと存じます。

平成３０年４月１日より（公財）全日本柔道連盟（以下全柔連）が主催する大会においては、

新たに発出されたＩＪＦ規定改正ルール及び少年規定を適用することとなりました。標記大会

は中体連と全柔連による共催のため、平成３０年４月１日施行の規定を本年度の第４９回大会

より適用します。各団体に周知のほどお願い申し上げます。規定の詳細は「両袖を持って施す

投げ技の禁止」と併せて、全柔連ＨＰをご参照ください。

中学生の試合については、体力面や健康面において最大の配慮をもって大会を運営する旨を

中体連本部より指導されています。今回のＩＪＦ改正ルールでは「技あり、合わせて一本」が

復活し、選手の疲労や大会終了時間の超過、競技補助役員（生徒）の負担など、昨年来危惧さ

れた事案が緩和されると予想されます。アスリートとして全国中学校柔道大会（以下全中大会）

出場を果たす選手はそれ相当の力量を有しているとは思われますが、発育発達段階である中学

生です。上位進出によって生ずる体力的、精神的疲労への配慮及び延長戦ルールによって長く

なる試合時間の短縮化を図るために中体連柔道競技部会で検討し、「全中大会申し合わせ事項」

として以下のように決定しました。

個人戦の勝敗については、団体戦の個々の試合と同じように、本戦において技による得点

差がなく、「指導」差２で試合が終了した場合は、僅差による「優勢勝ち」として勝敗を決

する。「指導」差１以内の場合は、時間無制限、ＧＳによる延長戦を行う。

ＧＳについては改正ルールを適用せず、技による得点がない場合、「指導」差が上回った

時点でその選手が負けとなる。（本年３月まで適用していた内容で試合を終了する。）

日本中体連、共催団体である全柔連には昨年度に要望し、各種会議を経てすでにご理解、ご

承認をいただきました。

上記の経緯により、大会運営の適正化を図ることを目的として標記大会においては、上記の

勝敗決定方法としますので併せて周知の程よろしくお願い致します。

以上
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平成３１年４月１日

（公財）日本中学校体育連盟

柔道競技部ブロック長様

都道府県中学校体育連盟

柔道競技部委員長（部長）様

関係者各位

（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部

部 長 髙 橋 健 司

第５０回全国中学校柔道大会兵庫大会における審判規定の適用

及び女子選手の帯の取り扱いについて（通知）

平素より中学校柔道の普及発展にご尽力いただき、まことにありがとうございます。

（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部（以下日本中体連）傘下の各大会において、正しい

礼法の指導について指導者の方々のご理解、ご協力により、その定着が進んでいることに深く

感謝申し上げます。

競技においては（公財）全日本柔道連盟（以下、全柔連）より平成３０年９月に発出された

「国際柔道連盟試合審判規定 2018-2020」及び全柔連が定めている国内における「少年大会特
別規定」（以下「少年規定」）、「日本中体連柔道競技部主催大会申し合わせ事項」を適用して

競技を運営しているところです。本年度は、柔道衣の乱れに対する新たな罰則を含めて４月１

日より施行となる改正規定を適用致します。

平成２９年度より講道館柔道初段受験に関して、従来の満１４才受験から、学年齢として中

学校第２学年を迎えての受験が可能となりました。平成２９年３月２２日に全柔連より発出さ

れた「全柔連主催大会で使用する帯について」では、平成３０年度の全国中学校柔道大会で適

用時期の欄に「完全実施」と明記されておりましたが、共催である日本中体連本部と全柔連が

協議していない現状がありました。女子柔道選手が段位取得後、白線入りの黒帯を長年にわた

り購入していたことから、昨年度実施の第４９回全国中学校柔道大会広島大会では女子の黒帯

について、白線入り黒帯との混在使用を認めました。日本中体連では平成２９年度より通知文

書や各種会議において「白線無し黒帯」の完全実施に向けて準備期間を設け、周知を講じてま

いりました。平成３０年度の全国大会課題検討委員会、競技部長連絡会、全国大会対策委員会、

常務理事会、理事会、評議員会の会議を経て承認、決定の運びとなりました。本年度８月実施

予定の第５０回全国中学校柔道大会兵庫大会より、女子の黒帯については「白線入り黒帯」の

使用は認めず、「白線無し黒帯」のみとします。周知の程よろしくお願いいたします。

以上
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平成３１年４月１３日
（公財）日本中学校体育連盟
柔道競技部ブロック長様
都道府県中学校体育連盟
柔道競技部委員長（部長）様
関係者各位

（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部
競 技 部 長 髙 橋 健 司

（公印省略）

試合における礼法指導及び柔道衣の正しい着装の徹底について（通知）

平素より中学校柔道の普及発展にご尽力いただき、まことにありがとうございます。
（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部（以下日本中体連）傘下の各大会において、正しい

礼法の指導について指導者の方々のご尽力により、その定着が進んでいることと推察致します。

日本中体連の取組が（公財）全日本柔道連盟（以下全柔連）理事会、評議員会、全国代表者
会議の場において紹介され、評価をいただいております。引き続き以下の内容につきまして、
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

講道館柔道「礼法」の趣旨は以下の通りです。

礼は、人と交わることに当たり、まずその人格を尊重し、これに敬意を表することに発し、
人と人との交際をととのえ、社会秩序を保つ道であり、礼法は、この精神をあらわす作法で
ある。精力善用・自他共栄の道を学ぶ柔道人は、内に礼の精神を深め、外に礼法を正しく守
ることが肝要である。

日本中体連傘下の各種大会では、以下の内容の通り、所作や動作の適用をお願い致します。

＜選手の礼法義務＞

試合場外での立礼の義務はないが奨励されている。主審の合図で試合場内に歩み足で進み、
試合開始線（畳二間分の内側に貼られた識別テープ）を踏まない位置につま先を合わせ、「気
をつけ」の姿勢で静止、相手選手と正対するまで間合いを取る。正対後、同時に一呼吸 4 呼
間のタイミングで体側にある両手を太腿前方にすべらせながら正しい立礼を行う。左前右後
の原則にしたがって左足、右足と前方に踏み出したら自然本体で止まる。手をあげたり構え
たりする臨戦態勢はとらない。正しい所作と２秒程度静止を確認した主審の「はじめ」の宣
言で試合に臨む。

＜主審の礼法管理義務＞

試合場外での立礼の管理義務はないが奨励されている。両選手が揃ったら両手で示唆し、
試合場内に歩み足で進ませる。試合開始線（畳二間分の内側に貼られた識別テープ）を踏ま
ない位置につま先を合わせさせ、相手選手と正対するまで「気をつけ」の姿勢で静止させる。
正対後の互いの礼は、同時に一呼吸 4 呼間のタイミングで体側にある両手を太腿前方にすべ
らせながら正しい立礼を行わせる。左前右後の原則にしたがって左足、右足と前方に踏み出
したら自然本体で止まらせる。手をあげたり構えたりする臨戦態勢は認めない。正しい所作
で２秒程度静止させた後、「はじめ」を宣言する。

平成３１年３月２６日付で全柔連より「柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行に
ついて」が発出されました。すでに日本中体連４月１日付「第５０回全国中学校柔道大会兵庫
大会における審判規定の適用及び女子選手の帯の取り扱いについて」においてお知らせしたと
ころですが、正しい着装に関して指導の徹底をお願いいたします。着装にあたり、帯のゆるみ
や臀部を覆っていない上衣など、試合において公平さに欠けると判断されれば、罰則や柔道衣
不適格が適用されることがあります。柔道衣検査に関して、適正な対応でお願いいたします。

将来の日本柔道の基盤を確実に築くために、小中学生より正しい礼法及び正しい着装を励行
することは重要です。周知の程よろしくお願い致します。

以上
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令和３年７月１２日
（公財）日本中学校体育連盟
柔道競技部ブロック長様
都道府県中学校体育連盟
柔道競技部委員長（部長）様
関係者各位

（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部

部 長 髙 橋 健 司

第５２回全国中学校柔道大会群馬大会における競技規則、競技方法、審判規程の適用について（通知）

平素より中学校柔道の普及発展にご尽力いただき、まことにありがとうございます。
（公財）日本中学校体育連盟柔道競技部（以下中体連柔道競技部）傘下の各大会や平素の指導において、「正しい柔道」の在り

方についてご理解をいただき、皆様のご尽力により、その定着が進んでいることに深く感謝申し上げます。

競技においては、（公財）全日本柔道連盟（以下、全柔連）より平成３０年９月に発出された「国際柔道連盟試合審判規定 2018
-2020」及び全柔連が定めている国内における「少年大会特別規程」（以下「少年規程」）、「日本中体連柔道競技部主催大会申し合
わせ事項」を適用して競技を運営しているところです。（※ 全柔連は規定している事項を体系的に管理し、業務運営の適正化とガ
バナンスの強化を図ることを目的として令和２年度に「規程類管理規程」を制定しました。今までの各種規定について名称変更＜
規程＞したことを付記しておきます。）

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、第５１回全国中学校柔道大会（以下、全中大会）静岡大会はじめ、各種柔
道大会が中止となりました。ご尽力いただいた静岡県関係者の方々、そして目標をもって練習に励んでいた全国の柔道部員たちの
悲しみと苦しみ、当時の３年部員がみせた涙が、今でも忘れられません。本日から東京都は４度目、沖縄県は引き続きの緊急事態
宣言が講じられる現状ですが、延期となっていた第３２回オリンピック・パラリンピック競技東京大会柔道競技も、まもなく開催
を迎えるまでに至りました。柔道関係者にとって、開催が追い風になることを期待してやみません。

スポーツ庁より令和３年７月９日付「中学生・高校生等を対象とした全国大会・コンクール等における生徒の成果発表の機会の
確保等に係る取組について（依頼）」が発出されました。昨年度の様々な「学び」から、やるべきことを粛々と進めてまいります
が、コロナ対策に万全を期し、正しく判断して事業を進めていくことが肝要なのは言うまでもありません。

全中大会の予選となる各都道府県大会が始まりました。中体連柔道競技部より、以前に発出しました下記通知（周知）文書の内
容は、本全中大会におきましてもすべて適用となります。

平成３０（２０１８）年４月６日付

「第４９回全国中学校柔道大会の審判規定ならびに個人戦の勝敗決定方法について（周知）」

平成３１（２０１９）年４月１日付

「第５０回全国中学校柔道大会兵庫大会における審判規定の適用及び女子選手の帯の取り扱いについて（通知）」

平成３１（２０１９）年４月１３日付

「試合における礼法指導及び柔道衣の正しい着装の徹底について（通知）」

令和２（２０２０）年４月１日付

「第５１回全国中学校柔道大会静岡大会における審判規定の適用及びいわゆる「絞め落ち」に関する取り扱いについて（通知）」

柔道は、競技特性として「濃厚接触競技」であることに間違いはありません。中体連柔道競技部は長年に渡り、様々な角度から
ご指摘ご助言をいただき、暴力根絶、コンプライアンス等、組織を挙げて確固たる対策を講じております。格闘競技であることを
認識し、内在する教育効果を最大限活かしながら、特に健康、安全については最優先とした指導、競技運営を図っております。
今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

以 上
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全柔連発第 21-1013 号 

2 0 2 2 年 1 月 2 4 日 

 
 
都道府県柔道連盟（協会） 
会長 殿 
 

公益財団法人全日本柔道連盟 

審判委員会委員長 大迫 明伸 

（公印省略） 

 

 

中学生の試合における絞技の取り扱い並びに 

国内における「少年大会特別規程」への反映について 

 

 

拝啓 厳寒の候、時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本連盟の諸事業

に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、近年、中学生大会等におきまして、絞技により絞められた選手が絞め落ちし

痙攣するケース、あるいは蘇生中に頸椎損傷を起こすケースが報告されており、絞

め落ちした選手の精神的・肉体的なダメージが大変懸念されるところであります。 

 そこで、本連盟では大会事業員会・審判委員会・強化委員会・医科学委員会・柔

道事故総合対策委員会の各委員会で検討し、1月 24日に開催した第 7回臨時理事会

にて、発育発達段階における事故防止の観点や柔道のマイナスのイメージを払しょ

くするため「少年大会特別規程」を添付の通り改定し、 

中学生の試合においては、絞技を禁止とし、施した場合には「指導」とすることに

しました。 

 この規程は 2022年 4月 1日以降の大会から適用することといたします。 

 
関係各団体におかれましては、以上の趣旨をご理解戴き、各団体関係者及び選手

への啓発・ご周知をお願い申し上げます。 
 
 
【添付資料】 
１．国内における「少年大会特別規程」 
 

【問い合わせ先】公益財団法人全日本柔道連盟 大会事業課 大塚・渡辺・寺下・時田 

  メール shinpan@judo.or.jp 
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令和４年２月７日
公益財団法人日本中学校体育連盟

専務理事 大河原 嘉朗 様
公益財団法人

日本中学校体育連盟柔道競技部

部 長 髙橋 健司

第５３回全国中学校柔道大会における競技規則の一部改正について（お願い）

平素より本柔道競技部の活動にご理解、ご支援を賜わり厚く御礼申し上げます。

全国中学校体育大会柔道競技（以下全中大会）は、公益財団法人全日本柔道連盟（以下全柔連）との共催
で運営されています。審判規程は従前通り、「国際柔道連盟試合審判規程（以下ＩＪＦ規程）」及び「国内に
おける少年大会特別規程（以下少年大会特別規程）」を適用して実施しております。
平成２３年度までは「講道館柔道試合審判規定」及び「少年規定」、また、安全配慮を含めて成文化され

ていないケースなどについて、公益財団法人日本中学校体育連盟柔道競技部（以下柔道競技部）で「全中大
会申し合わせ事項」を策定して大会を実施してまいりました。
平成２４年４月１日より全柔連が主催する大会について、ＩＪＦ規程を導入する運びとなったことから全

中大会においても、新たに全柔連で策定された「国内における少年大会申し合わせ事項（後に国内における
「少年大会特別規程」に名称変更）と併せて適用し、以降、改正を伴う案件については、公益財団法人日本
中学校体育連盟（以下中体連）の必要な会議に提案し、承認をいただいて現在の大会運営に至っております。

柔道のスキルである「絞め技」は、昭和５２年度第８回全中長野大会から解禁となり、現在まで適用され
ていますが、令和元年度に全柔連医科学委員会より安全管理の観点から絞め技のいわゆる「絞め落ち」につ
いて提言があったため、令和２年度全中静岡大会から、以下の申し合わせ事項を適用する予定でした。

試合中に、いわゆる「絞め落ち」となった選手は、その後の一連の試合に出場することはできない。

コロナ禍の影響を受け、大会が中止となりましたが、以降の中体連関連大会を含め、本年度開催された全
中群馬大会でも適用し、現在まで至っておりました。

全中群馬大会の試合において、いわゆる「絞め落ち」となる女子選手が８名、男子選手が３名発生したこ
とにより、全柔連医科学委員会から新たに中学生の絞め技の扱いについて提言がありました。「中学生の絞
技による意識消失（絞め落ち）を防ぐ対策を講ずるべき」という提言から、絞め技適用の可否へと議論が発
展し、全柔連各専門委員会、常務理事会の審議を経て、令和４年１月２４日の理事会において、少年大会特
別規程の改正案（中学生の絞め技を禁止とする）が議案として上程されました。中体連柔道競技部部長とし
て長年に渡り中学生柔道の現場に携わってきた立場として「安全管理」と「正しい柔道」を柱としてきた前
述の変遷を含め、今回の改正に対する意見及び要望（絞め技適用の存続）を求め、別紙「中学生の絞め技に
関する意見及び要望」を参考資料を示して答弁いたしました。１時間を超える審議の後、本議案について賛
否が諮られ、賛成多数により、中学生の絞め技禁止が承認されました。改正となる「少年大会特別規程」は、
令和４年４月１日より施行となります。
改正理由として「絞め落ち」が、発育発達段階である中学生の人体に与える影響や柔道人口の減少につな

がる影響があるという確証はないものの、柔道に対するマイナスイメージ（柔道に対する一般的な恐怖心や
精神的ショックなど）があるならば、その要因は排除するべきであるという結論です。
柔道競技部では理事会を迎える前に、「日本中体連柔道競技部ブロック長会議（各地区９ブロック代表者

と顧問出席）」を１月１５日に開催し、４５年間に渡る「絞め技」適用の検証とともに、全会一致とした絞
め技適用存続を要望しましたが、残念ながら前述の裁定となりました。

柔道は近年、重大事故をめぐり、様々な角度からご指摘ご助言をいただき、暴力根絶、コンプライアンス、
指導者資格制度の確立等、全柔連の全組織を挙げて確固たる対策を講じております。格闘競技であることを
忘れず、内在する教育効果を最大限活かし、特に健康、安全については最優先とした指導、競技運営を今後
も図りたいと考えております。今回の決定を受け、安全管理と適正指導に向け、絞め技が禁止となった後の
検証も進めていく所存です。

したがって従前通り、競技規則について「ＩＪＦ規程」及び「少年大会特別規程」を適用することから、
令和４年度全中福島大会における競技方法の一部改正（絞め技の禁止）について提案、申請したく存じます。
ご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。
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試合場におけるコーチの振る舞いについて 

 

（公財）全日本柔道連盟 

 

コーチの場所 

 原則として、各試合場の正面と反対側、あるいは試合場の横側に、赤・白の選手にコー 

チ 1名が座れる椅子を設置する。 

ただし、伝統的にコーチ席を設けていない大会（全日本選手権大会など）においては、 

主催者の判断による。 

 

コーチの役割 

① コーチは、選手への様々な状況における指示、戦術的なアドバイス、怪我の対応など、

選手とのコミュニケーションを取ることを目的とする。 

② コーチは、自身の選手が大会会場に入場してから退出するまでの間、選手の行動に責

任を持つ。 

 

コーチの言動 

① 大会が発行するコーチ IDを必ず付けていなければならない。 

② 次の行為を禁止する。 

・ 試合中に立ち上がること 

・ 審判員に対し、コメントや批判をすること 

・ 審判員の決定に訂正を要求すること 

・ 審判員、役員、一般客に対し、悪態をつくこと 

・ 広告やその他の危機に触ったり、殴ったり、蹴ったりすること 

・ 対戦相手（コーチ）、審判員、役員、一般客、及び自分自身の選手を侮辱するような

行為 

・ その他、柔道精神に反する行為 

 

コーチの服装 

原則として、審判員に準じた服装とする。 

 

罰則 

 上記に違反した場合、１回目は口頭による注意で、２回目に違反した場合はその選手の

コーチ席は没収され、そのコーチは大会期間中、他の選手のコーチにつくことも禁止する。 
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総務部より 

 

１ ＩＤカードについて 

 （１）選手、監督、コーチはＩＤを常に提示できるようにしてください。試合会場

（須賀川アリーナ）に入場できるのは当日試合者のＩＤ保持者のみです。 

 （２）ＩＤは大会期間中、紛失することがないようにお願いします。 

 

２ 須賀川アリーナ・須賀川市文化センター・西袋中学校の使用について 

 （１）ゴミについては、持ち帰りになっております。大会本部を通して注文した弁当の

空き容器は指定した場所に返却してください。 

 （２）部旗・応援旗の掲示は禁止します。 

 （３）各施設敷地内は全て禁煙です。ご協力をお願いします。 

 

３ 練習会場について 

 （１）翌日試合者は、西袋中学校をご利用ください。 

 （２）当日試合者は、須賀川アリーナ２階サブアリーナをご利用ください。 

 （３）選手・監督・コーチはＩＤ、付添者は大会実行委員会指定の付添人証をつけた柔

道衣が必要となります。 

（４）練習会場で練習できるのは選手と付添者のみです。監督・コーチが柔道衣を着て

練習相手になることはできません。 

 

４ 更衣場所、荷物について 

（１）翌日試合者は、西袋中学校の更衣室で着替えをしてください。 

（２）当日試合者は、須賀川アリーナ１階の更衣室で着替えをしてください。 

（３）貴重品等の荷物の管理を確実に行うようお願いします。 

 

５ 医療救護について 

 （１）須賀川アリーナに医師２名、柔道整復師３名、養護教諭２名がいます。西袋中学

校に養護教諭１名がいます。必要に応じてお声をかけてください。その場合、監

督の先生は同席をお願いします。 

 （２）宿舎等から医療機関を受診した際は、直ちに大会本部に報告するようお願いし   

ます。 

       ◇ 大会本部「第５３回全国中学校柔道大会実行委員会本部」 

         連絡先 ℡ 080－8269－7657 

（３）大会会場、練習会場で救急車の要請が必要となった場合は、大会本部に連絡し

てください。大会本部を通して要請します。 
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６ 弁当の引き換えについて 

 （１）引き換え時間            １１：００～１３：００ 

 （２）引き換え場所及び空き容器返却場所【ロータリー脇大型バス駐車場（保冷車）】 

   ※ 空き容器は１４：３０までにご返却ください。間に合わない場合はお持ち 

帰りください。 

   ※ 食中毒の心配がありますので、受け取り後は早めにお召し上がりください。 

 

７ その他 

（１）交通アクセス、駐車場については、プログラム及び公式ホームページをご確認く

ださい。なお、敷地内では徐行し、指定場所以外には駐車しないようお願いしま

す。 

（２）須賀川アリーナ東側駐車場に出店ブースがあります。 

   

８ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）次の際には手指消毒をお願いします。 

①建物への入場時、退場時 

②練習会場、試合会場への入場時、退場時 

③試合場への入場時、退場時 

④トイレ使用の前後 

（２）各試合場及び計量会場では、選手は抗菌マットを使用して足裏消毒をお願いしま

す。 

（３）選手は、各自で袋を準備し、試合中はその中にマスクを保管してください。 

 （４）試合後は速やかに１階メインアリーナから退場してください。また、ミーティン

グ等は密を避けて屋外等で行ってください。 

 （５）ベンチからの大声での指示や指導、声援は禁止します。 

 （６）観覧席からの発生は禁止します。選手への激励、健闘を称える場合は、拍手でお

願いします。 

 （７）紅白帯は、各校で準備をしてください。実行委員会では準備をいたしません。 

 （８）円陣、ハイタッチ等、ソーシャルディスタンスが確保できない全ての行為を禁止

します。 

 （９）翌日試合者の練習時間はブロックごとに指定します。定期的に会場の消毒を行い

ます。消毒前に声をかけますので、スムーズに作業を進められるようにご協力を

お願いします。 
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令和４年８月１３日

令和４年度第５３回全国中学校柔道大会へ参加される関係者の皆様へ

第５３回全国中学校柔道大会実行委員会

８月２２日（月）から開催される令和４年度第５３回全国中学校柔道大会への多方面でのご理解と

ご協力、大変、有り難うございます。

大会開催に当たり、現在の新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大の状況を鑑み、大会終了後の健

康観察も重要なことになります。

つきましては、大会に参加した日から７日以内に発熱や諸症状があった場合には、必ず医療機関へ

受診し、新型コロナウイルスへの感染が判明した時は、福島県実行委員会及び都道府県委員長への報

告をお願いします。

なお、報告の対象者は選手、監督、コーチをはじめ、大会会場に来場された全ての関係者となりま

す。報告の際には、福島県実行委員会ら「【様式 23-2】健康チェックシート３」の提出を求めること

がありますので、大会後も記入・保管をお願い致します。

新型コロナウイルス(COVID-19)への感染が判明した場合の報告先

○第 53 回全国中学校柔道大会実行委員会

℡ ０８０－８２６９－７６５７ 担当 星 有為

○各都道府県委員長

以上
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競技部より 

 

１ 競技細則について 

本大会要項の【12 競技規則】【13 競技方法】【14 計量・柔道衣点検】より抜粋 

 

【12 競技規則】 

（１）国際柔道連盟試合審判規程（2022年4月1日施行のルール）及び国内における「少年

大会特別規程」による。 

 

 

【13 競技方法】 

（１）団体戦 

   ④試合時間は３分間とし、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。 

    ⑤勝敗の判定基準は、「一本」「技あり」又は「僅差(『指導』の差２）」とする。 

   ⑥優劣の成り立ちは以下のとおりとする。 

「一本」＝「反則勝ち」＞「技あり」＞「僅差」 

（２）個人戦 

  ②試合時間は３分間とし、延長戦（ゴールデンスコア）は無制限とする。 

③勝敗の判定基準は、「一本」「技あり」又は「僅差（『指導』の差２）」とす

る。得点差が無い場合は延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。延長

戦（ゴールデンスコア）で新たに指導差がついた時点で勝敗が決する。 

 

 

【14 計量・柔道衣点検】 

（２）【柔道衣点検】 

②現行の（公財）全日本柔道連盟柔道衣規格に合格した柔道衣（上衣・下穿き・

帯）を着用すること。（赤色のマーキングのもの） 

③柔道衣に必ずゼッケン（学校名・名字入り）を縫い付けて出場すること。 

ア 布地は白（晒、太綾）とする。 

イ サイズは横３０～３５ｃｍ、縦２５～３０ｃｍとする。 

ウ 名字（姓）は上側２／３、学校名は下側１／３とする。 

エ 書体は太字ゴシック体とする（明朝または楷書でもよい）。 

オ 文字色は、男子は黒色、女子は濃い赤色とする。 

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

  で縫い付ける。 

④女子は、上衣の下に白色又は白に近い色の半袖で無地のＴシャツ又は半袖のレオタ

ードを着用すること。 ※Ｔシャツのマーキングについては、（公財）全日本柔道

連盟が定める規程（平成２５年４月１日より施行）に準ずる。 
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２ 試合場と入場制限について 

（１）試合場の配置 

                    

                    

                    

                    

                    

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

（２）試合の進行 

  ①試合の進行は進行表とプログラムの試合番号順に進める。 

  ②団体戦の第１試合、準々決勝、準決勝、決勝開始前に放送が入る。放送終了後、

一斉に始める。 

  ③個人戦の第１試合、準決勝、決勝開始前に放送が入る。放送終了後、一斉に始め

る。なお決勝戦は、第１・２試合場で２階級ずつ揃えて進める。 

 

（３）試合場の消毒について 

  ①団体戦･･･第１試合、第５試合、第９試合、決勝トーナメント１回戦が始まる前 

に各会場毎に行う。 

準々決勝、準決勝、決勝が始まる前に一斉に行う。 

②個人戦･･･第１試合、第２１試合、第４１試合、第６１試合、準々決勝が始まる 

前に各会場毎に行う。 

準決勝、決勝が始まる前に一斉に行う。 

 

（４）入場制限 

 ①各試合場脇の待機席 女子団体･･･赤白各３チームずつ(試合中のチーム＋２チーム）

男子団体･･･ 〃 各２チームずつ(試合中のチーム＋１チーム)

男女個人･･･ 〃 各５選手ずつ (試合中の選手＋４選手) 

②スタンバイマット  女子団体･･･ 〃 各２チームずつ 

男子団体･･･ 〃 各１チームずつ 

男女個人･･･ 〃 各３選手ずつ 
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（５）救護  

ドクターは生徒の怪我等の診断のみで治療行為は行わない。場合によって応急処置 

のみ行う。 

 

３ 公式計量・柔道衣点検について 

（１）計量は「須賀川市文化センター小ホール」で行う。更衣は「須賀川市文化センタ

ー展示室」で行う。 

（２）柔道衣点検については、試合当日、待機席への入場前に試合場主任が目視にて柔

道衣点検およびＩＪＦマークの確認を行う。なお試合途中、審判員により疑義が生

じた場合は、各試合場において審判員が計測器を用いて検査する。規格不適合と判

断された場合は、同校の別の柔道衣(規程にあったもの)に着替え試合を行う。代替の

柔道衣がない場合は、相手選手の「棄権勝ち」とする。 

  ※サポーターを着用し試合を行う選手は、点検前に試合場係員まで申し出る。 

  ※爪、頭髪、女子のＴシャツ等は、あらかじめ整えて参加するように出場選手への

指導をお願いします。 

（３）団体戦計量については必ず監督・またはＩＤカードを保持するコーチが立ち会う

こと。個人戦計量について、監督・コーチは計量会場には入れない。 

（４）公式計量の服装は、男子は下穿き・女子はＴシャツと下穿きとする。 

（５）別室計量希望者については、公式計量前に計量係に申し出て、別室にて計量をう

けることができる。 

 

４ 団体戦選手変更について 

団体戦当日に選手変更をする際は、所定の用紙に記入の上、須賀川アリーナ１階メイ

ンアリーナ入り口付近にある「選手変更受付」に用紙を提出する。 
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式典表彰係より

１ 開会式

(１)開会式は、女子団体戦出場チームのうち、第１試合に出場するチームが各試合会場のベンチに

待機し、参加する。第２試合に出場するチームのベンチ待機は任意とします。

参加する場合には、所定の入場方法で入場し、１１時５５分にはベンチに着席し、待機して下

さい。

２ 敢闘賞及び５位の賞状授与について

(１)団体戦において敢闘賞（ベスト１６）、５位（ベスト８）、個人戦において５位（ベスト８）に

入賞したチーム及び個人に、賞状が授与されます。放送係のアナウンス後にＩＤを持参し「須

賀川アリーナ２階、選手監督受付の入場口内（観覧席内）」にお越し下さい。

３ 表彰式及びその後の動きについて

(１)表彰式に参加するチーム、選手の参集場所は須賀川アリーナ内スタンバイマットです。

(２)参集する時間は、決勝戦終了後、表彰式の準備ができた後、アナウンスが入ります。アナウン

ス後に参集下さい。

(３)表彰式に参加するチーム、選手の参集範囲は以下の通りとします。

①男女団体戦及び男女個人戦において、優勝、準優勝、３位（団体２チーム・個人２名）に入

賞したチーム、個人戦選手とする。

②団体戦においては男女ともに、大会登録選手全員の参加とする。

③男女個人戦においては、選手本人が参加する。都合により、代理人を立てる場合には、その

旨を表彰式に参加する人が式典表彰係（安澤）に伝える。

(４)表彰式では、式典担当係の指示に従って、礼法や表彰物品の授与（机に並べられた物品を各自

で受け取る方式）が行われます。

(５)表彰式後の動きについて

①表彰物品の授与後、オフィシャルの写真撮影があるので、入賞した男女団体チーム及び女子

個人戦選手は第１・第２試合場に移動します。男子個人戦については、閉会式後にオフィシャ

ルの写真撮影が行われます。

②表彰式後に帰ってしまい、トラブルが起こらないようにご協力下さい。

③写真撮影の際には、マスクを外して撮影をします。ご協力下さい。

④写真撮影後、メダルケースなどの配付があるので忘れずにお持ち帰り下さい。

⑤オフィシャルの写真撮影後、直接取材（新聞社など）をスタンバイマットで受けることがあ

ります。正面に向かって、左側通路（第２第４試合場側）を通ってスタンバイマットへ移動

して下さい。

４ 閉会式

(１)閉会式中に、男子個人戦表彰が行われ、入賞者全員が参加します。閉会式終了後、男子個人戦の

オフィシャルの写真撮影があります。
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【開会式】　８月２２日（月）１２：００～　場所：須賀川アリーナ

時刻 所用

11:30

11:55 10

1 開式通告 実行委員会 （アナウンス） 12:00 0

2 あいさつ 日本中学校体育連盟会長 平井　邦明 12:01 2

3 開会宣言 大会委員長 髙橋　健司 12:03 1

優勝旗返還

優勝杯返還

バナー授与

レプリカ授与

男子選手代表

女子選手代表

6 閉式通告 実行委員会 （アナウンス） 12:10 1

時刻 所用

1 開式通告 実行委員会 （アナウンス） 1

2 表彰式 実行委員会 （アナウンス） 10

3 閉式通告 実行委員会 （アナウンス） 1

時刻 所用

1 開式通告 実行委員会 （アナウンス） 17:15 1

2 表彰式 実行委員会 （アナウンス） 17:16 10

3 あいさつ 日本中学校体育連盟会長 平井　邦明 17:26 3

4 閉会宣言 大会委員長 髙橋　健司 17:29 5

5 閉式通告 実行委員会 （アナウンス） 17:34 1

【閉会式（男子個人戦　大会４日目表彰式含む）】　

８月２５日（木）１７：１５～　場所：須賀川アリーナ

次第
予定時間

備考

競技終了後、優勝、準優勝、第３位はスタンバイマットに集合

係員の指示に従い、スタンバイマットから移動し、整列

次第
予定時間

備考

【女子団体戦　大会１日目表彰式】　８月２２日（月）１７：１５～

【男子団体戦　大会２日目表彰式】　８月２３日（火）１６：４５～

【女子個人戦　大会３日目表彰式】　８月２４日（水）１７：１５～

場所：須賀川アリーナ

※閉式通告の後、「会場使用についてのお願い」等の連絡を行う。（３分程度）

※女子団体戦は、１２：２０開始予定。

5 選手宣誓 12:07 3

(アナウウンス紹介) 12:04 3

令和４年度　全国中学校体育大会

第5３回全国中学校柔道大会　開閉開式・表彰式詳細

次第
予定時間

備考

アリーナでの練習終了

女子団体戦第１・第２試合の選手ベンチに着席

4
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