
令和２(2020)年２月吉日 

関 係 各 位 

姫 路 柔 道 協 会 

会長 西田 啓一 

 

「第 1 回川石酒造之助杯争奪 しらさぎ中学生柔道大会・姫路錬成会」の御案内 

 

 春寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、この度「しらさぎ中学生柔道大会」・「姫路錬成会」を下記の通り開催する運びとなりました。 

 会場の姫路市は「フランス柔道の父」と呼ばれた川石酒造之助の生誕地であり、今年はフランス代表

チームがウインク武道館で東京オリンピックに向けての事前合宿を行います。これを記念し、今大会よ

り大会名称を「川石酒造之助杯争奪」とし、皆様と柔道を通じた心身の練磨と競技力の向上を図るとと

もに、相互の親睦を深めることができればと存じます。 

 つきましては、別紙要項を御参照の上、多くの選手及び先生方の御参加を賜りますようお願い申し上

げます。 

記 

 

１．期日  ５月２日（土）    練習試合【申し合わせ】（ウインク武道館） 

受付    １２：００～１３：００（正面玄関） 

練習試合  １２：００～１６：００ 

      ５月３日（日・祝）  しらさぎ中学生柔道大会（ウインク武道館） 

           開館      ８：３０ 

                開会式     ９：５０～１０：１０（第２道場） 

                試合開始   １０：１５～１５：００ 

                       （閉会式終了後） 練習試合 ～１６：００ 

                        ※１２：００～ スポーツ会館で練習試合可能 

５月４日（月・祝）  姫路錬成会（男子：ウインク武道館、女子：スポーツ会館） 

                開館      ８：３０ 

                試合開始    ９：３０～１６：００ 

 

２．会場  ウインク武道館（兵庫県立武道館）第１道場・第２道場 

      姫路市西延末５０４番地  ℡０７９－２９２－８２１０ 

      姫路市総合スポーツ会館柔道場【姫路錬成会女子】 

      姫路市中地４５３番地   ℡０７９－２９３－１３２１ 

 

３．主催  姫路柔道協会 

４．主管  兵庫県中学校体育連盟柔道部 

【問い合わせ】 

姫路市立山陽中学校  山﨑啓太郎   

メールアドレス sirasagijudo2019@yahoo.co.jp ※昨年度と同じ 

大会 HP    sirasagijudo2019.livedoor.blog ※昨年度と同じ 
※昨年度大会の参加校には大会要項と申込データをメールで送っています。 

※大会要項は大会ＨＰからもダウンロードできます。 
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第 1 回川石酒造之助杯争奪 しらさぎ中学生柔道大会 大会要項 

 

１．趣旨  中学生を対象に、柔道を通して心身の練磨と競技力の向上を図るとともに、相互の親睦を

深める。 

２．主催  姫路柔道協会 

３．主管  兵庫県中学校体育連盟柔道部 

４．後援  姫路市・兵庫県柔道連盟・西播柔道連盟・神戸新聞社・灘菊酒造株式会社 

  （申請中）   ハーベスト医療福祉専門学校 

 

５．期日  令和２年５月２日（土）    練習試合（申し合わせ） 

会場準備   ９：００～１１：３０ 

受付    １２：００～１３：００（正面玄関） 

練習試合  １２：００～１６：００（武道館） 

      令和２年５月３日（日・祝）  しらさぎ中学生柔道大会    

           開館      ８：３０ 

                受付       ８：３０～９：２０（正面玄関） 

                審判監督会議  ９：２０～９：４５（研修室） 

                開会式     ９：５０～１０：１０（第２道場） 

                試合開始   １０：１５～１５：００ 

                       （閉会式終了後） 練習試合 ～１６：００ 

                        ※１２：００～ スポーツ会館で練習試合可能 

令和２年５月４日（月・祝）  姫路錬成会   

                開館      ８：３０ 

                受付      ８：３０～９：００（正面玄関） 

                監督打合せ   ９：１０～９：２０（男子：研修室） 

                開始式     ９：２５ 

                試合開始    ９：３０～１６：００ 

                  （男子：ウインク武道館、女子：スポーツ会館） 

 

６．会場  【しらさぎ中学生柔道大会・姫路錬成会男子】 

ウインク武道館（兵庫県立武道館）第１道場・第２道場 

         姫路市西延末５０４番地  ℡０７９－２９２－８２１０ 

      【姫路錬成会(4 日)女子】 

        姫路市総合スポーツ会館柔道場 

         姫路市中地４５３番地   ℡０７９－２９３－１３２１ 

 

７．参加資格  

（１）主催者が参加を認めた学校または道場（クラブ）とする。 

（２）チーム編成は１校（道場）男女各１チームずつとする。 

①男子団体（５人制）は１部・２部のどちらかの参加とする。チームの構成は監督１名、登録選手７

名とする。選手が３名に満たない場合は、出場を不可とする。 

  （１部：各都道府県１～２位チームと、それに準じるチーム） 

②女子団体（３人制）は１部制のみの参加とする。チームの構成は監督１名、登録選手４名とする。

選手が２名に満たない場合は、出場を不可とする。 

（３）各チームには監督１名がつき、原則、男女どちらかに審判が帯同することとする。 



８．競技規定 

（１）国際柔道連盟試合審判規定（2018 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

規定」による。 

（２）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。 

（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。 

（４）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」＞「僅差」 

（５）代表戦は任意の選手とし、判定基準は団体戦と同様とするが、３分間の本戦で得点差がない場合

は、延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決定する。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。 

 

９．試合方法  

（１）男女ともトーナメント方式で行う。 

（２）トーナメントの勝敗は、次の方法によって決定する。 

 ①チーム間の勝ち数による。 

 ②①において同等の場合は、内容により決定する。 

 ③②において同等の場合は、１名による代表戦により決定する。 

（３）オーダーは先鋒より体重の軽い順に配列する。（ただし、計量は行わない。） 

（４）一度退いた選手は、一連の試合に再び出場することができない。 

（５）選手登録は申し込みの段階では仮登録とし、試合当日のオーダー用紙への記入をもって正式登録

とする。 

（６）オーダー用紙は開会式までに、監督が受付で記入し、それぞれの１回戦が行われる試合会場に提

出すること。 

 

１０．表彰 

   男子（１部・２部）・女子ともに優勝から３位（２チーム）までを表彰する。男子１部「優勝旗」、

「優勝杯(川石酒造之助杯)、男子２部「優勝杯」、女子「優勝杯」を持ち回りで授与する。 

（前回優勝校は、返還をお願いします。） 

 

１１．大会参加費 

（１）大会（５月３日）と錬成会（５月２日・４日）、または大会のみの参加   

男子：３０００円／１校（道場）   女子：２０００円／１校（道場） 

（２）錬成会（５月２日または４日）のみの参加 

   男子・女子：２０００円／１校（道場） ※男女で参加の場合は４０００円 

※下記の口座に、期日までに、学校名と顧問名を明記の上、振り込むこと。 

※入金後に不参加となった場合は、返金はできませんのでご了承ください。 

 

【振込期限】令和２年４月２２日（水） 厳守 

【振込先】 しらさぎ中学生柔道大会事務局（ｼﾗｻｷﾞﾁｭｳｶﾞｸｾｲｼﾞｭｳﾄﾞｳﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ） 

①ゆうちょ銀行から振り込む場合 

 ⇒ ゆうちょ銀行 (記号－番号) 14310－95742031 

②ゆうちょ銀行以外から振り込む場合 

 ⇒ ゆうちょ銀行 〔店名〕四三八（ヨンサンハチ） 〔店番〕438 

        普通預金 〔口座番号〕9574203 

 



１２．参加申込 

姫路市立山陽中学校内 山﨑啓太郎 宛 

メールアドレス sirasagijudo2019@yahoo.co.jp ※昨年度と同じ 
〒670-0966 姫路市延末１０３番地１ 

℡０７９－２９７－１６１０  

※申し込みはメールでお願いします。申込書等のデータを送信させていただきま 

すので、上記アドレスまで空メール等をお送りください。 

（昨年度の大会に参加された学校には、予めメールを送らせていただきます。） 

   【申込締切】 令和２年３月１９日（木） 厳守 

【申込書】・「様式１」大会参加申込書 

        ・「様式２」練成会参加申込書・名簿 

・「様式３」宿泊申込書（希望する学校のみ） 

・「様式４」弁当注文書（希望する学校のみ・「弁当数変更届」含） 

     ※以上の様式１～４の申込書データを上記メールアドレスまで送信してください。 

     ※「様式１」「様式２」の原本については、代表者印を押した上、郵送するか試合当日に受

付で提出してください。 

 

１３．宿泊・弁当 

（１）宿舎により料金は異なります。朝食付き６５００～８０００円程度。 

 ※３月下旬に宿泊先が決定次第、メールで連絡します。 

  宿泊先決定後のキャンセルや変更については、直接宿泊先に問い合わせてください。 

 ※宿泊料金は、宿舎で直接支払いをしてください。 

（２）弁当は７００円（税込）５００ｍｌお茶付で斡旋します。 

※弁当数の変更は、「弁当数変更届」を株式会社レストランド 食事・弁当「まーにー」に直接、

FAX で送信してください。４月２０日（月）最終受付 FAX ０７９-２８８-７９７７ 
  ※弁当代金は、大会事務局の口座に期日までに学校名と顧問名を明記の上、振り込んでください。 

※入金後の返金はできませんので、個数が確定してから振り込んでください。 

 【振込期限】令和２年４月２２日（水） 厳守 

  ※大会会場付近には食事処はありません。 

 

１４．申込内容変更の手続き 

新年度になり、転勤等による顧問・監督の変更があった場合は、４月８日（水）までにメールに

てご連絡ください。なお、選手の変更・追加については連絡不要です。 

 

１５．その他 

（１）競技中の疾病・傷害について、応急処置を行うが、その後の責任は一切負わない。 

（２）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。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）インフルエンザ・皮膚真菌症（トンズランス感染症）などの感染症がある選手、または部内で流

行している状況であれば、出場はご遠慮ください。 

（４）組み合わせは、大会本部の責任のもとに行う。（４月下旬にホームページにて公開） 

（５）大会当日、審判員・競技役員の先生方には昼食を用意させていただきます。 

（６）審判員の服装は、全日本柔道連盟公認の審判服に準ずる。 
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（７）会場で出たゴミは必ず持ち帰り、貴重品・靴（選手・保護者共に靴袋持参）は、各チームで責任

を持って管理すること。 

（８）ウインク武道館の入館時の入口については、１階の正面入り口は、大会役員・監督・選手のみと

する。応援生徒・保護者等は２階の入口から入館してください。（２階入口は開館時のみ開放） 

 

【問い合わせ】 

姫路市立山陽中学校  山﨑啓太郎   

メールアドレス sirasagijudo2019@yahoo.co.jp ※昨年度と同じ 

  ※校務があるため、連絡はできるだけメールでお願いします。電話の場合は、平日は１６時以降に

かけていただきますようお願いします。 

  ※組み合わせなどの大会に関する情報は、大会ホームページでお知らせしますのでアクセスしてく

ださい。 

   大会 HP：sirasagijudo2019.livedoor.blog ※昨年度と同じ 

 

〈申し込み方法の確認〉 

  □ 参加申込書データ…３月１９日（木）まで 

⇒ sirasagijudo2019@yahoo.co.jp 

 

□ 参加申込書原本（代表者印） 

「様式１」「様式２」…大会当日までに郵送または持参 

  ⇒ 〒670-0966 姫路市延末１０３番地１ 

姫路市立山陽中学校内 山﨑啓太郎 宛 

 

□ 宿泊申込…３月１９日（木）まで 

    ※参加申込書データ「様式３」 ⇒ sirasagijudo2019@yahoo.co.jp 

   ※３月下旬に宿泊先が決定次第、メールで連絡します。 

    宿泊先決定後のキャンセルや変更は、直接宿泊先に問い合わせてください。 

 

   □ 弁当申込…３月１９日（木）まで  

    ※参加申込書データ「様式４」 ⇒ sirasagijudo2019@yahoo.co.jp 

    ※代金は下記口座に振り込んでください。（入金後の返金はできません） 

※「弁当数変更届」（様式４内）最終変更４月２０日まで 

⇒FAX ０７９－２８８－７９７７  

株式会社レストランド 食事・弁当「まーにー」宛 

 

□  大会参加費・弁当代金…４月２２日（水）まで 

   ⇒【振込先】 しらさぎ中学生柔道大会事務局（ｼﾗｻｷﾞﾁｭｳｶﾞｸｾｲｼﾞｭｳﾄﾞｳﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ） 

①ゆうちょ銀行から振り込む場合 

              ⇒ ゆうちょ銀行 (記号－番号) 14310－95742031 

②ゆうちょ銀行以外から振り込む場合 

 ⇒ ゆうちょ銀行 〔店名〕四三八（ヨンサンハチ） 〔店番〕438 

        普通預金 〔口座番号〕9574203 
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姫路錬成会について 
 

１．期日  令和２年５月２日（土）     会場準備    ９：００～１１：３０ 

受付       １２：００～１３：００（正面玄関） 

練習試合(申し合わせ)１２：００～１６：００（武道館） 

令和２年５月４日（月・祝）   開館      ８：３０ 

                      受付      ８：３０～９：００ 

（男子：正面玄関、女子：道場内） 

                      監督打合せ   ９：１０～９：２０ 

                      開始式     ９：２５ 

                      試合開始    ９：３０～１６：００ 

 

２．会場   【男子】ウインク武道館（兵庫県立武道館）第１道場・第２道場 

           姫路市西延末５０４番地  ℡０７９－２９２－８２１０ 

       【４日女子】姫路市総合スポーツ会館柔道場 

           姫路市中地４５３番地   ℡０７９－２９３－１３２１ 

 

３．参加資格 

（１）主催者が参加を認めた学校または道場（クラブ）とする。 

（２）出場校は、錬成会に参加する生徒について、健康状態を十分に把握すること。また、体力・技術

等、力量を考慮して参加させること。   ※小学生の参加は認めない。 

 

４．参加制限 

（１）１校（道場）につき、男女各２チームまでの参加とする。 

   ※合同チームで参加する場合は、学校毎に申し込みの上、備考欄にその旨を記入すること。 

   ※大会事務局で合同チームの編成や斡旋は行いません。 

（２）各チームには必ず責任者がつき、原則審判が帯同する。 

 

５．参加費 

錬成会のみの参加の場合、男子・女子：２０００円／１校（道場）  

※男女で参加の場合は４０００円 

※下記の口座に、期日までに、学校名と顧問名を明記の上、振り込むこと。 

※入金後に不参加となった場合は、返金はできませんのでご了承ください。 

【振込期限】令和２年４月２２日（水） 厳守 

【振込先】 しらさぎ中学生柔道大会事務局（ｼﾗｻｷﾞﾁｭｳｶﾞｸｾｲｼﾞｭｳﾄﾞｳﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ） 

①ゆうちょ銀行から振り込む場合 

 ⇒ ゆうちょ銀行 (記号－番号) 14310－95742031 

②ゆうちょ銀行以外から振り込む場合 

 ⇒ ゆうちょ銀行 〔店名〕四三八（ヨンサンハチ） 〔店番〕438 

        普通預金 〔口座番号〕9574203 

 

６．試合方法 

（１）試合は、男子８名、女子５名以内で行う。試合時間は３分（流し）とする。 

（２）５月４日の試合は、実力に応じて A・B・C に分けてリーグ戦を行う。リーグ戦終了後は各校の

申し合わせで行う。  A：全国大会レベル、B：都道府県大会上位レベル、C：B 以下のレベル 

（３）審判は相互審判で行う。 

 

７．その他 

（１）各チームでストップウォッチを用意してください。 

（２）錬成会当日に、必ず「様式２」の参加申込書・名簿の原本を提出してください。 

（３）申込方法や諸注意については、「しらさぎ中学生柔道大会」の要項と同様とする。 


