
令和４年度 全国中学校体育大会 

第５２回 全国中学校相撲選手権大会要項 
 

１ 目  的  この大会は、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 北海道教育委員会  

        福島町教育委員会 

３ 主  管  北海道中学校体育連盟  渡島中学校体育連盟  北海道相撲連盟   

        福島町相撲協会 

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 

（申請中）  (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 北海道相撲協議会 北海道 福島町 

北海道都市教育委員会連絡協議会 北海道町村教育委員会連合会 北海道中学校長会 

渡島小中学校長会 (公財)北海道スポーツ協会 福島町スポーツ協会 北海道ＰＴＡ連合会 

札幌市ＰＴＡ協議会 北海道新聞社 

特別協賛 大塚製薬株式会社 

５ 会  期  令和４年８月２０日（土）～２１日（日）※開・閉会式は行いません。 

           ２０日（土） 開始式                ８：５５～   

 個人予選１～３回戦          ９：３０～ 

団体予選１回戦           １４：００～ 

団体予選２回戦           １５：２５～ 

２１日（日） 団体予選３回戦            ９：３０～ 

団体優秀３２校決勝トーナメント   １１：３０～ 

個人優秀選手決勝トーナメント    １３：３０～ 

表 彰                         １５：３０～ 

１９日（金） 監督会議（福島町立福島小学校体育館）１５：４５～ 

６ 会  場  福島町総合体育館  特設相撲場 

           〒０４９－１３３１ 

北海道松前郡福島町字三岳２５番地５ 

（１）会場の応援者用駐車場には限りがあります。できるだけ公共の交通機関等をご利用くだ

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。本大会の

会場にも喫煙場所はありません。 

７ 参加資格 （１）参加者は、都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍し、当該競技要項により全国大

会参加資格を得た者に限る。 

(２) 年齢は、平成１９年（２００７年）４月２日以降に生まれた者に限る。 

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和４年６月３０日までに、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) 都道府県代表で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・

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名～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４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、運動部活動が教育活動の一環として、日常継続的

に当該校顧問教員の指導のもとに、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、出場する競技種目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） 

① 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。 

② 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。大会に参加する各選手はこれに同意する。 

③ 実行委員会に認められた報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放映及びイ 

ンターネットにより配信されることがある。大会に参加する各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、下記の金融機関口 

座に振り込むこと。 

（手数料は参加者負担、締切令和４年８月８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。 

 

 

金融機関  道南うみ街信用金庫 福島支店  

口座番号  普通 １０６０７５２ 

口座名   第５２回全中相撲大会実行委員会 会長 鳴海 清春 

      ﾀﾞｲ 52 ｶｲｾﾞﾝﾁｭｳｽﾓｳﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ ｶｲﾁｮｳ ﾅﾙﾐ ｷﾖﾊﾙ 

 



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

いる者をいう。） 

（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時に提出する。ただし、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（コーチ）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、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）全国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。また、出場校の校長はこの点を確

認して、大会申込書を作成すること。なお、外部指導者（コーチ）は校長から暴力等に対

する指導措置を受けていないこと。 

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

（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会場（福島町総合体育館）や選手控え室等に

入場できない。なお、監督・外部指導者（コーチ）のＩＤカードは写真貼り付けのものと

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、メール文面にも記載すること。） 

10  参加数 

 都道府県(４７) 開催都道府県 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４年８月８日（月） 

       （２）申込先  〒０４１－１１２１ 北海道亀田郡七飯町大中山３丁目２９１－１ 

(七飯町立大中山中学校内) 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全国中学校相撲選手権大会実行委員会 

事務局次長 伊與田 篤 

TEL：０１３８－６５－２２２１（七飯町立大中山中学校） 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

E-mail  osimatyuutairenn2@yahoo.co.jp 

（３）申し込み方法（Ｅ‐ｍａｉｌにて申し込むこと） 

    郵送等にかかる作業や経費負担の軽減等を鑑み、申込方法をデータ化して行います。 

第５２回全国中学校相撲選手権大会H P(https://sumou.zenchuu.jp）より、大会参加 

に関わる必要書類（Word、Excelファイル）をダウンロードして必要事項を入力（押印 

や写真添付が必要なものもあります）し、大会実行委員会にE－mailで送信すること。  

 

 

 



【提出書類】 

ア．団体の部１部 （学校長印を押印したものをＰＤＦ化してデータ送信） 

イ．団体の部１部 （Excelファイルデータで送信） 

ウ．個人の部（１位～３位）各１部（学校長印を押印したものをＰＤＦ化してデー

タ送信） 

エ．個人の部（１位～３位）各１部（Excelファイルデータで送信） 

オ．監督確認書１部（証明写真を添付したものをＰＤＦ化してデータ送信） 

カ．外部指導者（コーチ）確認書１部 （証明写真及び学校長印を押印したものを 

ＰＤＦ化してデータ送信） 

キ．全国中学校体育大会引率者・監督者報告書１部（学校長印を押印したものをＰ

ＤＦ化してデータ送信） 

※カ～キは該当校のみ 

※８月８日（月）必着。 

※E－mailの申し込み原稿（上記イ・エのデータ）でプログラムを作成するの 

で、監督・選手氏名の誤字・外字等注意すること。 

※ＰＣによる誤変換を防ぐため、外字がある場合は、メール文面に記載するこ 

と。 

ク．監督・コーチはＩＤカード用データに必要事項を入力及び写真を添付、また、 

選手は必要事項を入力し、データで事務局に提出。 

※８月８日（月）必着。 

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４年６月２４日（金） １４：００～ 

           会   場  福島町福祉センター ２階 音楽室 

           会場所在地  〒０４９－１３３１ 

北海道松前郡福島町字三岳３２－３ 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

       組み合わせ結果は８月１２日(金)１５：００～ 大会ホームページにて掲載する。 

16  諸会議  （１）(公財)日本中学校体育連盟相撲競技部会 

日   時  令和４年８月１９日（金） １３：００～ 

           会   場  福島町総合体育館 １階 小体育館 

           会場所在地  〒０４９－１３３１ 

北海道松前郡福島町字三岳２５－３ 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

（２）審判会議 

日   時  令和４年８月１９日（金） １５：００～ 

           会   場  福島町総合体育館 １階 小体育館 

（３）監督会議 

日   時  令和４年８月１９日（金） １５：４５～ 

           会   場  福島町立福島小学校 体育館 

           会場所在地  〒０４９－１３２１ 

北海道松前郡福島町字月崎３５７ 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

 

 



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、原則として認めない。） 

（２）申し込みは令和４年８月８日（月）１７時までに、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 

【旅行企画・実施申込先ならびに変更・取消時の連絡先】 

 名鉄観光サービス株式会社 函館支店 

  〒０４０－００８１ 

   北海道函館市田家町７番２３号 

    「第５２回全国中学校相撲選手権大会宿泊デスク（全中相撲宿泊デスク）」 

     TEL：０１３８－４４－１２３４  FAX：０１３８－４４－１２３５ 

     ◆担 当 者 大島 英一  渡辺 章宏  森 英俊 

     ◆営業時間 月～金：９：３０～１７：００  土日祝：休業日 

18  まわし等 （１）大会期間中の負傷・傷病については応急処置のみ行う。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ことが望 

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」以外は身に付けてはならない。

前項の規定にかかわらず、負傷者は、包帯、サポーター、足袋等を身につけ

ることができる。ただし、金属製の支柱入り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、この限りではない。 

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。中学生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、この限りではない。 

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。 

※ 字画の太さは、１㎝程度とする。 

 

  まわしにはさむ部分    5cm以上 

                  

               15～16㎝ 

 

 

北海道 

福島中 

 「輪」状にはしないでまわしにはさむ 

 

 
まわしにはさむ部分 

   5cm以上 

 
     20～30㎝程度 

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



 

（４）本大会会場の駐車場には台数に限りがあります。くれぐれも近隣住民の迷惑になるよう

な駐車はしないようにお願いします。 

（５）令和２年度より全国中学校体育大会全競技の会場、敷地内は禁煙となっています。本大

会会場にも喫煙場所はありません。 

19 連絡先    各種問い合わせについては、基本的に下記メールアドレスにてお願いします。 

E-mail osimatyuutairenn2@yahoo.co.jp 

（１）大会開催前（～８月１８日） 

〒０４１－１１２１ 

北海道亀田郡七飯町大中山３丁目２９１－１ (七飯町立大中山中学校内) 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全国中学校相撲選手権大会実行委員会 

事務局次長 伊與田 篤 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

      （２）大会期間中（８月１９日～２１日） 

（昼間） 

           福島町総合体育館 

住所：〒０４９－１３３１  北海道松前郡福島町字三岳２５－５  

事務局次長 伊與田 篤 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

（夜間） 

七飯町立大中山中学校 

           住所：〒０４１－１１２１  北海道亀田郡七飯町大中山３丁目２９１－１ 

事務局次長 伊與田 篤 

TEL：０９０－４１５６－２７２３（事務局専用） 

（３）大会ホームページ 

第５２回全国中学校相撲選手権大会 

https:// 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４年８月１２日１５：００より、大会ホームページで予選組合せを掲載する。 

 

 

令和４年度全国中学校体育大会北海道・東北ブロック大会スローガン 

「咲かせよう君の花 北の大地とみちのくで」 


