
令和３年度全国中学校体育大会 

第５１回全国中学校相撲選手権大会要項(0725 改正版) 

１ 目  的 本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広く相撲実践の機会を与え、技能の向上とアマ

チュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校

生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 

２ 主  催 (公財)日本中学校体育連盟  (公財)日本相撲連盟  東京都教育委員会  立川市教育委員会 

 

３ 主  管 関東中学校体育連盟  東京都中学校体育連盟  東京都相撲連盟   

東京都中学校体育連盟第10ブロック  

 

４ 後  援 スポーツ庁 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会 全国市町村教育委員会連合会 

 (公財)日本相撲協会 (公社)日本ＰＴＡ全国協議会 日本私立中学高等学校連合会  

ＮＨＫ 全国新聞社事業協議会  毎日新聞社  関東相撲協議会  立川市 

(公財)東京都体育協会  東京都特別区教育長会  東京都市教育長会 東京都町村教育長会 

東京都中学校長会  東京都私立中学高等学校協会  東京都公立中学校ＰＴＡ協議会 

  (特非)立川市体育協会 (公社)立川青年会議所 

 

５ 会  期 令和３年８月２１日（土）～２２日（日） 

２１日(土)  開会宣言            ９：００～ 

個人予選１～３回戦       ９：３５～ 

団体予選１～２回戦      １４：３０～ 

２２日（日） 団体予選３回戦         ８：４０～ 

団体決勝トーナメント     １１：４０～ 

個人戦決勝トーナメント    １３：４０～ 

表彰・閉会宣言        １５：３０～ 

        ※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、開会式･閉会式は行いません。 

※２０日（金） 監督会議           １５：３０～ 

 

６ 会  場  アリーナ立川立飛（たちかわたちひ） 特設相撲場 

〒190-0015 東京都立川市泉町 500 番 4      

(１)会場には応援者用駐車場はありません。各自で近隣の有料駐車場をご利用ください。 

(２)令和２年度より全国中学校体育大会全競技の会場内は禁煙となっております。本大会 

会場にも喫煙場所はありません。 

 

７ 参加資格  （１）選手は、都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍する生徒で、校長および都道府県

中学校体育連盟会長が参加を認めた者とする。 

（２）年齢は、平成１８年(２００６年)４月２日以降に生まれた男子に限る。 

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和３年６月２９日までに、各都道府県中学

校体育連盟を通して、(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。 

（４）都道府県代表または都道府県中学校体育連盟の推薦を受けた一校単位で編成されたチー



ム及び個人とする。また、開催地は、団体１チーム・個人１名の参加を認める。 

（５）団体１チームの編成は、監督１名、選手２～５名の計６名とする。ただし、外部指導者(コ 

ーチ)１名を加えることができる。個人は１都道府県あたり選手３名が出場できる。1 名

の個人選手につき監督１名をおく。加えて外部指導者(コーチ)１名をおくことができる。

なお、個人参加選手が団体と重なる場合は、監督及び外部指導者(コーチ)は団体と兼ね

る。また、同一校で個人戦に複数の選手が出場する場合、それぞれの選手に異なる外部

指導者(コーチ)を付けることができる。ただし、外部指導者(コーチ)は複数校にまたが

ることはできない。 

（６）令和３年度全国中学校体育大会夏季大会の他競技に出場していない者とする。 

（７）参加資格の特例 

①学校教育法第１３４条の各種学校(１条校以外)に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予

選会に参加を認められた生徒であること。 

②参加を希望する各種学校は、以下の条件を具備すること。 

ア．全国大会の参加を認める条件 

(ア)(公財)日本中学校体育連盟の目的および永年にわたる活動を理解し、それを尊重

すること。 

(イ)生徒の年齢および修業年限が、我が国の中学校と一致している単独の学校で構成

されていること。 

(ウ)参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続

的に当該校顧問教師の指導のもとに、適切に行われていること。 

イ．全国大会に参加した場合に守るべき条件 

(ア)全国大会開催基準を守り、出場する競技の大会申し合わせ事項等に従うとともに、

大会の円滑な運営に協力すること。 

(イ)全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長・教員・部活動指導員が生徒を引

率すること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして万全

の事故対策を立てておくこと。 

(ウ)大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の負担をすること 

（８）(公財)日本相撲連盟競技者規程に触れない者であること。 

（９）個人情報の取り扱い(利用目的) 

大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公財)日本中学校体育連盟「個

人情報保護方針・規程」に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。取得し

た個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・

ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表(記録集)等、その他競技運営及び競技に必

要な連絡等に利用する。大会に参加する選手はこれに同意する。 

 

８ 参 加 料  （１）参加選手１名につき、３,０００円とする。 

（２）参加料等は、団体は出場学校名、個人は出場学校名及び個人名を明記し、下記の口座に

振り込むこと。(手数料は参加者負担、締切は令和３年８月 2日(月)) 

（３）参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、参加料の返金は行わない。 

◎振込先 金融機関名  ゆうちょ銀行  ◎店名   〇一八（ゼロ イチ ハチ） 

◎店番号 ０１８  普通預金  口座番号 ８７０１１３４ 

◎口座名 ﾄｳｷｮｳﾄ ﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲ ｽﾓｳｷｮｳｷﾞﾌﾞ  

    



９ 引率及び監督 （１）参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。（部活動指導

員が引率・監督を務める場合は、所定の参加申込書に必要事項を記入し、大会事務局に

提出する。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。） 

          （※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施行規則第 78 条の２に示されている者） 

（２）全国大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、出

場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に必

要事項を記入し、大会事務局に参加申込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校教

職員は、外部指導者（コーチ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者には

なれない。 

（３）全国中学校体育大会の個人競技の参加について、当該校の校長・教員・部活動指導員が

引率できず校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「全国中学校体育大会引率細則」

により、他校の教員による代理監督を認める。また校長が引率者として承認した外部指

導者（コーチ）の引率を認める。 

（４）（公財）日本中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、

部活動指導員、外部指導者(コーチ)、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・

体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であ

ることとしている。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。 なお外部指導者

は校長から暴力等に対する指導処置を受けていないこととする。 

※別紙「全国中学校体育大会監督・引率細則」参照 

（５）団体戦において、監督または外部指導者(コーチ)が土俵溜まりに必ず入る。 

（６）服装については、審判に準ずる服装とする。白を基調とした襟付きのシャツを着用し、

長ズボン(スカート)、靴を履くこと。 

（７）土俵溜まりには、監督または外部指導者(コーチ)、選手３名しか入れない。(団体戦) 

（８）大会当日は ID コントロールを行う。本人の ID カードを持っている選手・監督・外部指

導者(コーチ)・審判・役員スタッフ以外は 1 階アリーナ土俵周辺や選手控室等に入場で

きない。なお、監督・外部指導者(コーチ)の ID カードは写真貼付のものとする。 

（９）申込時のメールを基に大会プログラムを作成するので、誤字・外字には十分注意するこ

と。（外字など注意が必要な場合は、メールの文面にも記載すること） 

 

１０ 参 加 数 

 都道府県（４７） 開催地 合 計 

団 体 各１校 １校 ４８校 

個 人 各３名 １名 １４２名 

団体戦：組合せ抽選までに、不参加の都道府県があった場合、下記の順に補充する。 

① 開催年度の開催都道府県が補充する。 

② 次年度の開催都道府県が補充する。 

③ 開催都道府県を含むブロックの都道府県で補充する。 

個人戦：組合せ抽選までに不参加選手があり、参加者数が奇数になった場合は、不戦勝者がでないよう

に、開催都道府県の責任で出場者の補充を行う。 

 

１１ 競技規則 (公財)日本相撲連盟の競技会規程および審判規程ならびに審判規程補足を用いて行う。 

 



１２ 競技方法 団体戦と個人戦の２種別とする。 

         （１）予選の抽選は、実行委員会事務局の責任抽選で行う。 

（２）団体戦は以下の順にて行う。 

① 団体戦は学校対抗とし、予選３回戦を行い、勝数と得点が上位の団体優秀３２校を

選ぶ。 

② 勝数と得点で順位を決める。 

③ 上位 32 校が決勝トーナメントに進む。 

④ 勝数及び得点が同数で団体優秀３２校を決定できないときは、同点決勝を行う。 

⑤ 同点決勝は、勝数及び得点が同数で優秀 32チームのボーダーとなった学校の中で 

北から順に予備抽選を行い、その順番で本抽選を行い順位決定戦を行う。勝ち抜け

た学校から決勝トーナメント進出校となる。 

⑥ 優秀 32 校の中で、勝数と得点が並んだ場合、北から順に予備抽選を行い、その順番

で順位抽選を行い 32 校の順位を決める。 

⑦ 決定した順位で、団体優秀３２校トーナメント表（別紙参照）の該当するところに

入れていく。 

（３）個人戦は予選３回戦を行い、２勝以上の選手によって抽選を行い、決勝トーナメント

戦を行う。（決勝トーナメント抽選はブロック長による代理抽選とする） 

（４） まわしは(公財)日本相撲連盟競技会規程第39条～41条に規定する締め方をすること。 

（５）出場選手は、別に定めるように都道府県名と学校名を示すゼッケンをつけなければな

らない。 

１３ 表 彰   （１）団体戦 

①優勝校には、(公財)日本中学校体育連盟より優勝トロフィーと優勝旗(持ち回り)を、

(公財)日本相撲連盟より会長杯(持ち回り)を授与する。 

②第３位校までのチームには、賞状及び盾・メダルを授与するとともに、(公財)日本相

撲連盟並びに(公財)日本相撲協会から記念メダルが贈られる。第５位のチーム(準々決

勝敗退チーム)に賞状を授与する。 

（２）個人戦 

①第１位には、優勝トロフィーを授与するとともに、(公財)日本相撲協会から記念品(横

綱)が贈られる。 

②第３位までの選手には、賞状及び盾・メダルを授与するとともに、(公財)日本相撲連

盟並びに(公財)日本相撲協会から記念メダルが贈られる。第５位の選手(準々決勝敗退

選手)に賞状を授与する。 

１４ 参加申込  （１）申込期限 令和３年８月 2 日（月） 

（２）申し込み方法（E-mail と郵送の２通りで申し込むこと） 

所定の大会申込書に必要事項を記入(各１部作成)して、大会実行委員会に郵送するこ

と。また、第５１回全国中学校相撲選手権大会実行委員会のホームページ(取得申請中

7 月中に取得予定 )より、大会参加申込書(Excel ファイル)をダウンロードし、必要事

項を入力して大会実行委員会に E－mail で送信すること。 

 

E-mail 

①団体の部 １部 

②個人の部(１位～３位) 各１部 

 



郵送書類 

①団体の部 １部 

②個人の部(１位～３位) 各１部 

③監督確認書 １部 

④外部指導者(コーチ)確認書 １部 

⑤全国中学校体育大会引率者。監督者報告書 １部    

※④～⑤は該当校のみ 

※８月２日（月）必着。 

※E-mail の申し込み原稿でプログラムを作成するので、監督・選手指名の誤字・外字等

に注意すること。 

※PCによる誤変換を防ぐため、外字がある場合は、mail 文面に記載をお願いします。 

※郵送で期限までに届かない場合、FAX にて送ること。（後日必ず郵送） 

 

（３）申込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 組 合 せ   組合せ抽選は、実行委員会事務局において大会役員立ち会いのもと行う。 

日      時  令和２年 ６月中旬 

会      場  甚目寺総合体育館 会議室 

 

 

＊令和３年８月９日(月)より、大会ホームページで予選組み合わせを掲載する。 

１６ 諸 会 議 

 ●令和３年 ８月２０日(金) 

  （１）(公財)日本中学校体育連盟相撲競技部会 

日      時  令和３年 ８月２０日(金)１３：３０～１４：３０ 

会      場  アリーナ立川立飛 会議室１～４ 

    会 場 所 在 地  〒190-0015 東京都立川市泉町 500 番 4 

          TEL 042-512-8177 （緊急時のみ使用） 

（２）監督会議 

日      時  令和３年 ８月２０日(金)１５:３０～１６：３０ 

会      場  ドーム立川立飛  

  ●令和３年 ８月２１日(土) 

（３）審判会議 

日      時  令和３年 ８月２１日(土) ８:００～８：４０ 

令和３年６月２５日(金) 14 時～ 
立川市立立川第六中学校 会議室 
〒190－0015  立川市泉町 786－16 

①（郵送での申込先） 

〒190－0015 

  東京都立川市泉町 786－16 

    立川市立立川第六中学校内 

     第 51 回全国中学校相撲選手権大会 

     立川大会実行委員会「参加申込」係 

        電  話：０４２－５３７－３１９５ 

 

②（メールでの申込先） 

 E- mail：2021sumou.zenchuu@gmail.com  

mailto:2021sumou.zenchuu@gmail.com


会      場  アリーナ立川立飛 会議室１～４ 

１７ 宿  泊  （１）宿泊については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応(感染症、自然災害等)を

確保するため、必ず、大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。 

(指定外の宿泊施設の利用は、原則として認めません。) 

（２）申し込みは、直接下記あて令和３年８月２日(月)までに、(株)日本旅行：大会専用サ 

イト(WEB)より申し込むこと。･･宿泊要項に URL 記載 

（３）申込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ まわし等  （１）大会期間中の負傷・傷病について応急処置のみ行う。また、本大会は独立行政法人日

本スポーツ振興センター法の定めを適用する。参加者は健康保険証を持参する事が望

ましい。 

（２）【まわしの締め方】 (公財)日本相撲連盟競技会規程 

第 39条 男子選手は「まわし」及び「アンダーパンツ」以外は身に着けてはならない。

前項の規定にかかわらず、負傷者は、包帯、サポーター、足袋等を身に着

けることができる。ただし、金属製の支柱入りのサポーターその他相手に

危害を及ぼすおそれがあると認められるものについては、この限りでない。 

第 40 条 競技会における「まわし」及び「アンダーパンツ」は、本連盟公認のものと

する。中学校の競技会においては、原則として、まわしの下に黒色又は紺

色の「アンダーパンツ」を着用するものとする。ただし、国技館で行われ

る大会にあっては、この限りでない。 

第 41 条 「まわし」は、選手の心構えを象徴するものであり、所定の締め方によって

きつく締めなければならない。「まわし」が緩すぎると勝負に影響を与える

ので、特に注意しなければならない。「まわし」は、控え室以外では締めて

はならない。ただし、競技進行中に「まわし」が緩み、締め直す場合は、

この限りでない。 

（３）【ゼッケンの規定】 

   出場選手は、都道府県名と校名を入れ、次に示す規定でゼッケンをつける。 

                                 ５㎝以上 

                                「輪」状にはしないでまわしにはさむ 

 

 

１５㎝～１６㎝ 

 

 

                                 ５㎝以上 

                                 「輪」状にはしないでまわしにはさむ 

【旅行企画・実施申込先ならびに変更･取消時の連絡先】 

(株)日本旅行 多摩教育旅行支店 

 〒190－0012 

  東京都立川市曙町 1－21－1 ユニゾ立川ビル３階 

   ［第 51全国中学校相撲選手権大会宿泊事務局］ 

    Tel 042－527－9535  fax 042-522-2553 

  ◆担当者 飯田 

  ◆営業時間 月～金 9：３０～１７：００ (土日祝→休み) 

まわしにはさむ部分 

東 京 

立川六中 
まわしにはさむ部分 



 

 

                 ２０㎝～３０㎝程度             ※字画の太さは、１㎝程度とする。 

        （４）大会会場には応援者用駐車場はありません。各自で近隣の有料駐車場を利用のこと。 

（５）令和２年度より全国中学校体育大会全競技の会場内は禁煙となっている。本大会会場に 

も喫煙場所はありません。  

 

１９ 連絡先 （１）大会開催前（～８月２０日） 

 

 

 

 

 

 

      （２）大会期間中(８月２１日～２２日) 

          

 

 

 

 

 

 

 

      （３）大会ホームページ 

 

 

 

 

 

 

２０ 新型コロナウィルスの感染拡大防止について 

   本ガイドラインは, 「学校の新しい生活様式」(文部科学省), 「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予 

防ガイドライン」 (スポーツ庁)及び「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」 (日本 

スポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会) 、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの情報等 

を踏まえて作成されている（公財）日本中学校体育連盟のガイドラインに基づき、作成しています。 

今後の知見の集積及び新型コロナウイルスの感染状況により、随時見直すことがあり得ることに御理解く 

ださい。 

以下、参加選手・引率者・監督・各種コーチ・外部指導者・実行委員会関係者、等全員がに徹底していた 

だくべき項目は「◎」。参加選手・引率者・監督・各種コーチ・外部指導者に徹底していただくべきことは「〇」 

もしくは太字。また、実行委員会関係者が実行すべきことを「★」で表しています。 

各校の監督・指導者は、関係する項目について自チームの選手に徹底することとします。 

  １ 大会実施に当たっての基本的な考え方 
(1) 感染源を絶つ 

【昼間】  アリーナ立川立飛     〒190-0015 東京都立川市泉町 500 番 4 

 大会実行委員会 事務局長 菊山 直幸    携帯電話 070－2446－1913 
 

【夜間】 本部宿舎 パレスホテル立川 〒190-0012  東京都立川市曙町２丁目 

            TEL 042－527－1111  FAX 042-527-5169 
 大会実行委員会 事務局長 菊山 直幸  携帯電話 070－2446－1913 

E-mail  2021sumou.zenchuu@gmail.com 

●＠●●●●● 

第５１回全国中学校相撲選手権大会 

http:// sumou.zenchuu.jp 

※大会ホームページから大会参加申込書をダウンロードすることができる。 

※令和３年８月９日(月)より、大会ホームページで予選組み合わせを掲載する。 

 

〒190-0015  東京都立川市泉町 786－16 立川市立立川第六中学校内 
   令和３年度全国中学校体育大会 

 第 51 回全国中学校相撲選手権大会立川大会実行委員会 
    大会委員長  加藤 隆司 
     TEL 042－537－3195     FAX  042－534－6954 
        E-mail  2021sumou.zenchuu@gmail.com 

mailto:2021sumou.zenchuu@gmail.com
mailto:2021sumou.zenchuu@gmail.com


(2) 感染防止の 3 つの基本 
○身体的距離の確保  ○マスクの着用  ○手洗い等の徹底 

(3) 3 つの「密」(密閉空間,密集場所,密接場面)の回避 
(4) 安全な活動環境等の確保 
      ○各自が出したゴミは持ち帰る 
 
【日本中学校体育連盟の基本的な考え】 

〇 大会期間中、選手や引率者等に風邪の症状(発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛等)や倦意感、味覚嗅覚 
 の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの大会参加を認めず、 

棄権とする。 
〇 大会期間中、対戦した相手チームの選手や引率者等に風邪の症状 (発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛 

等)や倦怠感、味覚嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチー 
ムの大会参加を認めず、棄権とすることもあり得る。 

 
  ２ 大会実施時の感染防止策について 

(1)感染源を絶つ 
○引率者等は,集合時,更衣後,ウォーミングアップ終了後,試合前後,昼食時,解散時等, こまめに選手 

の体調不良の有無を確認する声かけを行うなど, 集合時から解散時まで選手の健康観察を徹底する。 

★実行委員会は,風邪の症状(発熱,咳,鼻汁,咽頭痛,頭痛等)がある選手や引率者等は, 大会に参加や 

会場への入場を認めないことを徹底する。 

★実行委員会は, 各校の選手及び引率者等の 2 週間分の体調を記録した体調記録表(別紙 1)の記録を 

求め, 健康管理を徴底する。 

★実行委員会は. 大会当日受付時等に, 学校同行者体調記録表(別紙 2)を提出させ, 選手や引率者等 

の体調を確認するとともに, 大会中. 選手や引率者等に体調不良がある場合は,大会本部に中し出 

るよう場内アナウンス等で確認を促す。 

★実行委員会は, 学校同行者体調記録表(別紙 2)に記載された者以外の来場者に対し, 来場者体調記 

録表(別紙 3)に, 氏名・年齢・住所・連絡先(電話番号)・検温した体温・来場前 2週間における 

ア:平熱を越える発熱   イ:咳や喉の痛みなど風邪の症状   

ウ:だるさ(倦怠感), 息苦しさ(呼吸困難)   工:味覚や嗅覚の異常   

オ:過去 14日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国や地域などへ 

の渡航歴及び当該在住者との濃厚接触の有無 

の確認と,来場後 2週間以内に新型コ口ナウィルス感染症を発症した場合は, 主催者及び実行委員 

会に対して速やかに報告することを確認する。 

★実行委員会及び引率者等は, 大会中に, 選手等の体調不良を確認した場合, 大会救護担当や医療機 

関及び保護者等と連携し, 当該選手の体調を確認するとともに,,安全に帰宅させるなどの対策を講 

じる。 

(2)感染防止の 3 つの基本 

ア 身体的距離の確保 

◎開・閉会式は実施せず、開会宣言及び閉会通告とする。また. 抽選会は必要最小限の人数による代 

理抽選とする。 

◎実行委員会及び引率者等は, 対戦相手や審判等との握手, 仲間と手をっないだり肩を組んだりして 

行う円陣, ハイタッチなどの実施を制限する。 

〇引率者等は,集合時,待機中,休憩中及び食事中などにおいて,選手同士の間隔が,できるだけ２メー 



トル(最低 1 メートル)空<ように指導する。 

★監督者会議等において.人と人との間隔が,できるだけ 2 メートル(最低 1 メートル)空くよう椅子の

配置を広<するなどの工夫をして行う。 

イ マスクの着用 

〇引率者等は,選手などがマスク等を着用して運動を行う場合には,同じ運動であっても.身体へ高い

負荷がかかり, 低酸素症や熱中症などのリスクが高まるため, 会場の気温や湿度に注意しながら,

選手の健康観察を行うとともに,こまめに給水をさせる。その際. 給水用のコツプ等を共用させない。 

     ○選手は、土俵溜まりで待機している時には必ずマスク等を着用すること。試合後も土俵を降りたら 

直ちにマスク等を着用し手指の消毒をする。 

★実行委員会は,選手,引率者等及び大会関係者に,マスク等を準備させ,大会中は競技等実施時及び食 

事中等を除いて, 基本的にマスク等を着用し, 咳工チケットを徹底するよう指示をする。ただし,  

活動中や気候の状況等より. 熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は,マ 

スクを外すよう選手に指導する。 

ウ 手洗い等の做底 

○引率者等は,集合時.更衣後.ウォーミングァップ終了後,試合前後,昼食前後,,解散時等,こまめに, 

流水と石けんで手洗いを行うよう,選手に指導する。 

★実行委員会は,選手,引率者等及び大会関係者が,こまめに手洗いを行えるよう.利用する施設と連携 

し.手洗い場に十分な量の石けん等を設置するとともに, 場内アナウンス等で.選手や引率者等に手 

洗いを促す。 

★実行委員会は、手洗い場等に「手洗いは 30 秒以上」の掲示をする。参加者には、事前に手洗い後 

に手を拭くためのマイタオルを持参するよう周知徹底する。 

 (3)３つの「密」(密閉空間,密集場所.密接場面)の回避 

◎試合会場への入場は, 登録された選手. 引率者等及び大会関係者(原則選手 1 名につき保護者２名) 

のみとし, 出場選手として登録されていない部員や観戦者は、マスクを必ず着用し、十分な距離を 

保って観戦する。また、実行委員会は一般観客の入場を制限している旨、会場入場口に掲示する。 

なお、感染状況によっては更なる入場制限となることも有り得ることも掲示物や館内放送で周知す 

る。 

○チームでまとまって会場へ移動する場合,引率者等は,パス等の車内が,密閉空間にならないよう,  

運転手と連携し定期的に換気をしたり. 1 台に乗車する人数を減らしたりするなどの工夫をする。 

★実行委員会は, 更衣室で選手が密集しないよう, 一度に利用できる人数を制限し明示し指示する。 

また,更衣室内に選手同士の間隔ができるだけ2メートル(最低1メートル)空くように日印テープを 

貼付するとともに,更衣室の換気扇を常時運転するなど換気に配慮する。 

★実行委員会は,屋内で実施する競技において,会場内で人が密集しないよう,一度に会場に入れる人 

数や学校数等を制限するなどの工夫をする。 

★実行委員会は,１時間に２～３回程度,会場のドアや窓を開け換気を行うなどの工夫をする。その際, 

試合会場の窓等の開閉が困難な場合は,利用する施設と連携し,換気設備を適切に運転する。この場 

合においても,１時間に２～３回程度,会場の入口等を開け換気を行う。 

★実行委員会及び引率者等は, 試合会場のベンチや食事をする場所について, できるだけ２メートル 

(最低 1 メートル)空<よう,選手同士の間隔を取らせ,対面をさけ.会話は控えるよう指導する。 

★試合終了後は、販売コーナー等で密にならないよう速やかに退館させるよう放送で呼びかける。 

(4)安全な活動環境等の確保 

◎試合に関わる全ての者(大会役員,審判,指導者・引率者,選手)は.試合が開始される２週間前からの 

行動を,行動履歴書(別紙４)に記録する。 



◎実行委員会及び引率者等は, 別紙「全中相撲大会実施時の感染防止対策チェツクリスト」を活用し. 

適切な感染防止策を講じる。 

〇顧間等は.大会に参加する選手及び保護者に対し, 参加に当たっての注意事項等を事前に説明し, 

同意書(別紙５)を提出させる。その際. 大会申込期日までに定期健康診断の実施が行なわれていな

い学校の生徒については,各自で健康診断を受診するなど保護者の責任のもと健康上問題がないこ

とを確認したうえで参加させる。 

〇試合会場へ入場する保護者については、 来場者体調記録表(別紙３)を記録の上、来場ごとに開催実 

行委員会に提出する。 

○監督は選手の体調不良や救急搬送等の事態が発生し、保護者の同意や意向聴取等が求められること

も想定し、監督を通せば引率者や学校等と保護者が確実に、速やかに連絡がとれる体制を構築して

お<。 

★実行委員会は, 参加校に対し大会の主旨, 感染拡大予防ガイドラインを周知微底する。 

 

３ 大会実施時の体調不良者発生時の対応について 

(1)入場時、受付時での体調不良者発生時の対応について 

★実行委員会は体調記録表の提出内容を以下のポイントで確認する。 

<確認ポィント> 

●発熱や風邪の症状の有無  

●当日の検温記録、体調記録表の記入漏れの有無 

〇確認ボイントにおいて症状や記入の不備がある場合は、受付・入場できない。監督が責任をもっ 

て記入の不備については、不足項目の確認(検温等)を行う。 

〇監督は体調不良者(例:発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常など)または症状が確認され

た者については、実行委員会に報告の上、帰宅(または帰宿)を促し、各自医療機関を受診させる。 

(2)入場後、競技会期間中の体調不良者発生時の対応について 

〇監督は選手団内において、体調不良者(例:発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常など)

が確認された場合は、各都道府県選手団本部役員等に報告を行う。 

〇選手団本部役員は、状況を実行委員会に報告し、緊急性も含め、救護所の医師らの指示に従う。 

〇監督並びに各都道府県選手団本部役員は診察の結果、 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、 

速やかに医療機関や保健所の指示に従い、適切に対応する。 

(3)症状があり帰宅を促す際の対象者への案内 

〇監督は体調記録表に挙げられた項目の症状が４日以上続<場合は、必ず最寄りの保健所、診療所等

に報告相談する。 

〇監督は症状が続かな<とも、弱い症状だと思う場合も同様、最寄りの保健所、診療所等に報告・相

談する。 

 

４ 大会開催可否判断について 

★実行委員会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、以下の状況となった場合、臨時に主

催者・主管者等関係者による会議を開催し、大会開催可否について検討する。その結果を（公財）

日本中学校体育連盟に報告し、その後の取り組みについて相談する。 

●新型インフルエンザ等特別措置法に基づ<緊急事態宣言が発令された場合 

●競技会開催地である自治体(都道府県)独自の緊急事態宣言等の発令またはイベント開催自粛要

請がされた場合 

●開催都道府県内医療機関の新型コロナウイルス感染症患者受け入れが対応不可となった場合 



●各都道府県選手団の参集が困難な場合(申込済み参加都道府県数の 1/4 以上) 

●予選会の開催が困難な場合(当該大会の予選会の 2/3 程度が実施に影響を生じたとき) 

●競技会に参加している者及び競技運営に係る者に新型コ口ナウィルス感染症感染者が発生し、

競技運営に支障をきたす、またはその可能性が想定される場合 

●その他新型コロナウイルス感染症に起因する事象により大会の開催が困難と想定される場合 

 

【日本相撲連盟競技委員会 相撲における競技会再開ガイドライン (令和 2年 7月 15 日改訂)】 

  ※下記の項目については、本大会においても遵守するものとする。（一部、本大会用に追記） 

１【参加者の行動】 

1)競技時以外は、マスクを着用し、こまめに手洗い(30 秒以上)、手指消毒を行う。また、真正面での 

 会話は避ける。 

2)会場では、常に密集、密接、密閉を避けるように心掛ける。 

3)タオル、うがい用の水(べツトボトル等を持参)は、自分専用のものを使用し、排水は定められた場 

 所で行う。 

4)出場選手は、取組前後には各自が持参した、手指、顔面、胸、肩等の消毒に適した消毒薬やァルコ 

ールティッシュなどで自分の体表面を清拭し、清潔を保つ。 

5)参加者同士の大声での声援、指示、指導は禁止とし、競技時以外は、決められた場所で周囲の者と 

十分な距離を保つて観戦する。 

6)主審以外の審判は、 競技中もマスクを着用する。 

7)主審は、飛沫拡散を配慮し、通常より 1 歩程度後ろで動作を行う。 

8)主審の判定に異議・疑義が生じた場合、審判員は、マスク着用の上、隣の審判員と通常よ り若干の 

距離を取つて協議を行う。 

9)競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に速やかに報告す 

る。 

２【監督・コーチ等の行動】 

1)競技に関する指導だけでなく、「三密」を避ける行動、衛生保持についての指導も行う。 

2)作戦指導・指示等は、控えに入る前に済ませ、その後の大声での指導・指示・応援は行わない。 

3)真正面からの指導・指示は避ける。 

4)感染した場合に備えて、所属の応援者等関係者の「入場届」を作成し、受付に提出する。 

   (★終了から 4 週間後に廃棄) 

３【応援者・観客の管理】 

1)体調不良者の入場は認めない。 

2)マスクを着用していない者の入場は認めない。 

3)決められた場所で、周囲の者と十分な距離を保つよう求める。  

4)こまめに手洗い、手指消毒等を行うよう求める。 

5)大声での声援は禁止とし、会話を控えることを周知する。  

6)上記の事項にっいて、 順守できない者は退場を求める。 

 

★４【主催者の対応】 

★1)主催者は、新型コロナ感染症対策の「会場責任者」を複数名指名し、大会会場内の「感染防止策」 

の徹底に努めさせる。 

★2)「会場責任者」は、事前に立案された消毒、換気等の計画に基づいて、本ガイドラインが定める

留意事項が順守されているか、巡回・確認する。 



★3)役員及び「会場責任者」は、感染予防に反する行為を見かけた場合は口頭注意し、大会本部に報

告する。是正されない場合は、退場を命ずる。 

★4)開会式、閉会式は原則行わず、開会宣言、閉会宣言のみを放送で行う。 

★5)表彰式は、以下のとおり行うことが望ましい。 

・表彰者はマスクと白手袋を着用し、選手はマスクを着用する。 

・団体戦の受賞団体は、代表者 1 名が出席し、賞状・メダルのみを授与される。 

 

５【その他】 

1)飲食は指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、会話は控えめにする。  

飲みきれなかった飲料は、中身をカラにしたうえで指定場所に捨てる。 

2)トイレの使用にっいては、会場の規則を順守し、使用後は 30秒以上の手洗いと自分専用のタオルで 

手を拭く。 

3)ごみの廃棄は以下のとおり行い、廃棄については会場の規則に従う。 

・真水、唾液などがついたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人は、マス 

クや手袋を着用する。 

・マスクや手袋を外した後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指等を消毒する。  

4)感染予防に必要な消毒液、消毒用アルコールティッシュ、石鹸等は、できる限り各自が確保・準備 

する。 

5)参加者等から収集した個人情報にっいては、責任を持つて管理し、4 通間後に廃棄する。 

6)このガイドラインに定めるもの以外の問題が生じた際は、(公財)日本相撲連盟競技会規程に規定す 

る各委員会で協議して決定する。 

 

 

 

 



団体優秀32校 決勝トーナメント表
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位

位
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位

位

位

位

位

位

位
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