平成３０年度富山県高等学校総合体育大会
第６７回富山県高等学校柔道選手権大会
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１ 期
日
平成３０年６月２日（土）～３日（日）
（１）開 会 式
平成３０年６月２日（土）
（２）競
技
平成３０年６月２日（土）
６月３日（日）
（３）閉 会 式
平成３０年６月３日（日）
２ 会
場
アルビス小杉総合体育センター
〒939-0351
富山県射水市戸破３１１１

１０時００分～
開会式後
９時３０分～
試合終了後

TEL 0766-55-3000

３ 競技種目
（１） 男子団体試合
（２） 男子個人試合７階級（60kg級・66kg級・73kg級・81kg級・90kg級・100kg級・100kg超級）
（３） 女子団体試合
（４） 女子個人試合７階級（48kg級・52kg級・57kg級・63kg級・70kg級・78kg級・78kg超級）
４ 競技日程
期
日
平成３０年６月２日（土）

平成３０年６月３日（日）

摘
要
男子・女子個人計量
審判監督会議
開会式
女子個人試合、男子・女子団体試合
審判監督会議
男子個人試合
閉会式

8:40～9:10
9:20～
10:00～
9:00～
9:30～
試合終了後

５ 競技規定
（１）国際柔道連盟試合審判規定（2018-2020）により行う。
（２）試合は、「技あり」「僅差」以上とする。「僅差」は指導差２とする。
（３）「優勢勝ち」の判定基準
ア 団体試合は、「技あり」「僅差」以上とする。チームの内容が同等の場合は代
表選手を任意に選出して代表戦を行う。代表戦で得点差がない場合は、延長戦（ゴ
ールデンスコア）により勝敗を決する。
イ

個人試合は、「技あり」「僅差」以上とする。技による評価が同等あるいは指

導差１の場合は延長戦（ゴールデンスコア）により、勝敗を決する。
（４） 試合時間は、団体試合・個人試合とも４分間とする。延長戦（ゴールデンスコ
ア）は時間制限を設けない。
（５） ゴールデンスコアはスコアが与えられた時点で試合は終了する。
ゴールデンスコア中に「指導」が与えられた場合、与えられた選手が相手より
も多くの「指導」を受けた場合、その試合は終了する。
３回目の「指導」が与えられた時点で「反則負け」となる。
６ 競技方法
（１） 団体試合（男子・女子、点取り試合）
ア 試合はトーナメント戦とする。男子はダブルレペチャージ方式による３位決定戦
を行う。
イ 団体戦の勝敗の決定は次による。
１ 判定基準；選手対選手それぞれの試合の勝敗は、「技あり」「僅差」以上とす
る。
２ 「技の内容」と「指導」の重み
＊【一本勝ち＝反則勝ち＞技あり＞僅差】の順とする。
３ 団体試合のチーム対チームの勝敗の決定；以下の項目に従って勝敗を決定する。
（ア）勝ち数の多いチームを勝ちとする。
（イ）（ア）で同等の場合は、「一本」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。
＊ただし、一本勝ちと反則勝ちは同等とする。
（ウ）（イ）で同等の場合は、「技あり」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。
（エ）（ウ）で同等の場合は、代表戦を行う。
＊代表戦はその対戦に出場した選手の中から任意に選出して行う
＊代表戦における優勢勝ちの判定基準は「技あり」または「僅差」以上とする。
ただし勝敗が決しない場合は、延長戦（ゴールデンスコア）を時間無制限で
行う。
延長戦の判定基準・実施方法は個人試合に準ずる。
（２） 個人試合（男子・女子）
ア 体重別試合とする。
イ 試合は、トーナメント戦とする。
（３）団体シード：春季大会の男子団体ベスト４、女子団体ベスト４
個人シード：春季大会の男子個人ベスト８、女子個人ベスト４
７ 参加資格 （１） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）
に在籍する生徒であること。
（２） 選手は、平成11年(1999)年４月２日以降に生まれた者とする。

但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
（３） チームの編成においては、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混
成は認めない。
（４） 転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）但し、
一家転住などやむを得ない場合は、富山県高等学校体育連盟会長の認可があればこ
の限りではない。
（５） 外国人留学生については、卒業を目的とし入学していること。（短期留学は認め
ない）
（６） 統廃合同チームの大会参加は原則として認めない。但し、統廃合の対象となる学
校については、統廃合完了前の２年間に限り、当該校を含む合同チームによる大会
参加を認める。
８ 参加制限
（１）団体試合（男子・女子）
ア チームの人員は、次のとおりとする。
男子 監督１名 選手５名
補欠１名
計 ７名
女子 監督１名 選手３名
補欠１名
計 ５名
なお、男女とも補欠はいなくともよい。
イ 外国人留学生のチーム人員は、男子・女子とも１名以内とする。
(２）個人試合
ア 体重区分は次の７階級とする。
男子 （60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 100kg級 100kg超級）
女子 （48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級）
イ 計量について
・6月2日（土）の8:40～9:10を公式計量時間とする。（女子選手については6月1日（金）の16:0
0～16:30でもよい。ただし、いずれかの日を選んで計量する。）計量にパスしない者は出場で
きない。
・計量場所はアルビス小杉総合体育センター（男子：大アリーナ、女子：更衣室）とする。
ウ 選手は、団体試合と個人試合を兼ねてもよい。
エ 外国人留学生の参加人数の制限は設けない。
９ 参加申込
（１） 申込方法
各参加校は次の（４）に示すホームページから参加申込の様式をダウンロードし、参加申込書
を作成すること。
（２） 申込先
〒933-8518 高岡市中川1-1-20
富山県立高岡工芸高等学校内
富山県高等学校体育連盟柔道専門部委員長
梶谷 正道
TEL(0766)21— 1630
FAX (0766)22-1631
＊団体試合は男子・女子の出場区分を封筒に必ず明記すること。
団体試合・個人試合の申込書は、必ず別封筒にすること。
（３） 富山県高等学校体育連盟ホームページ
http://www.tym.ed.jp/c47/

（４） 申込期限
個人試合：平成３０年５月１５日（火）必着
個人試合申込書に団体試合出場の有無を必ず記入のこと。
団体試合：平成３０年５月１８日（金）の代表者会議の際に提出可能。
＊団体試合・個人試合ともMail及びFaxによる申込みは一切受け付けないこととする。
10 参加料
団体試合
１チーム
４，２００円
個人試合
１人
６００円
11 表
彰
（１） 団体試合（男子・女子）
男女とも上位４チームに表彰状をまた優勝チーム（男女）に優勝旗を授与する。
（２） 個人試合（男子・女子）
上位８選手（男子）４選手（女子）に表彰状を授与する、
12 資
格
（１） 男女団体試合１位チーム及び男女個人試合各階級１位の選手は全国高校総体の出場権を得る。
（２） 男子団体試合ベスト４、個人試合各階級ベスト８及び女子団体試合ベスト３、個人試合各階級
ベスト４までは北信越大会の出場権を得る。
13

執行部会議
期日 平成３０年５月１６日（水）１５：００～
場所 富山県立小杉高等学校 小会議室

14 代表者会議
期日 平成２９年５月１８日（金）１４：００～
場所 富山県立小杉高等学校 会議室

（地区主任は１３：００まで）

15 連絡事項
（１） 競技中の傷害等の応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。
（２） 選手変更について
ア 申込参加者に変更が生じた場合は、６月２日（土）監督会議開始前までに監督から専門委員長
へ報告しなければならない。
イ 参加申込後の選手の変更は、男子１名・女子１名を限度とする。
(注)ただし、伝染病その他天災等による場合はこれを適用しない。
（３） 選手は必ず、当該校の引率責任者に引率され、引率責任者は選手すべての行動に対し責任を負
うものとする。
（４） 競技補助役員
平成３０年６月 ２日（土） 男子柔道部員 ２４名
６月 ３日（日） 女子柔道部員 ２４名
（５） 会場準備及び後片付け
準
備 ６月 １日（金）１３：３０～（高岡地区）
後片付け ６月 ２日（土） 試合終了後（高岡地区）
６月 ３日（日） 大会終了後（砺波地区）

９：００集合
８：４５集合

