
1 開催について

2 本年開催
注意事項

3 目   的

4 主　 催 神奈川県レスリング協会

5 主 　管

6 後 　援

7 日 　時 2021年10月10日（日）

幼児/1・2年生の部受付 8時30分～9時00分

幼児/1・2年生の部メディカルチェック 8時30分～9時15分

幼児/1・2年生の部ウォーミングアップ 8時45分～9時15分

監督会議・大会説明 9時15分

幼児/1・2年生の部試合開始 9時30分

3・4年生/5・6年生女子の部受付 11時00分～11時30分

3・4年生/5・6年生女子の部メディカルチェック 11時00分～11時45分

3・4年生/5・6年生女子の部ウォーミングアップ 11時15分～11時45分

監督会議・大会説明 11時45分

3・4年生/5・6年生女子の部試合開始 12時00分

5・6年生/中学生/中学生女子の部受付 14時30分～15時00分

5・6年生/中学生/中学生女子の部メディカルチェック 14時30分～15時15分

5・6年生/中学生/中学生女子の部ウォーミングアップ 14時45分～15時15分

監督会議・大会説明 15時15分

5・6年生/中学生/中学生女子の部試合開始 15時30分

※エントリー状況でスケジュールは変更します。詳細は神奈川県レスリング協会HPを参照ください。

※小学5・6年生の部・中学生の部に参加される関係者の皆様にはマット撤去のお手伝いをお願いします。

第29回神奈川県少年少女レスリング選手権大会実施要項

神奈川県のアマチュアレスリングを愛好する少年少女が競技を通じて、友情の輪を広めると共に、健康
でたくましい心と体を作ることを目的とする。

逗子レスリング協会・逗子キッズレスリングクラブ

全国少年少女レスリング連盟

□新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第で大会を中止にする場合があります。
□大会参加当日に2週間健康調査書ならびに参加承諾書を提出いただきます。提出がない場合は、入
場できません。
□大会は学年区分ごとに3部に分け入れ替えて行います。
□選手1名につき引率保護者1名を帯同していただきます。
□以下の事項に該当する場合は、自主的に参加・観戦を見合わせること
・体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は
当該在住者との濃厚接触がある場合
□入場時に選手・指導者・観戦者とも検温を行い37.5度以上ある場合は、入場を認めません。
□通路・ランニングコースなど、アリーナ内以外でのアップはできません。
□アリーナ１F中央にある2か所の入り口は利用しません。アリーナ2F観客席奥の入り口を使います。
□大会参加費は当日受付時に参加する選手分のみお支払いいただきます。
□表彰状・トロフィーおよびメダルを後日送付いたします。
□開会式・閉会式・表彰式は行いません。
□観客席については参加チームごとに割り当てますので席とりは不要です。
□自家用車での来場も可能です。ただし駐車場には限りがあります。
□監督会議は集まらず、会場でアナウンスを利用して行います。
□大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに濃厚接触者の有無
等について報告してください。
□マットエリアに入れるのは、選手およびセコンドのみに制限します（撮影席を用意します）。
□主催神奈川県レスリング協会、主管逗子キッズレスリングクラブ・逗子レスリング協会ともに、ケガなら
びに感染症にかかわるあらゆる事象について、一切責任を負いません。

新型コロナウイルスCOVID₋19感染症拡大が懸念される状況ですが、2021年8月の段階での判断とし
て、本大会を開催する方向で準備に入りました。
日本レスリング協会より公開されている「COVID₋19感染拡大予防における 国内競技大会開催時の注
意事項」に従い以下のとおり大会を開催いたします。



7 会 　場 逗子市池子1－11－1（TEL　046-870-1296)

8 種 　別

9 競技要項

10 参加資格

11 計    量

12 受付から開会式までの間にチームごとにメディカルチェックを行います。選手はあらかじめ

シングレットまたは試合をする服装で待機して下さい。

感染する皮膚病（白癬菌）の恐れがある選手は出場できません。

必要に応じて検温を実施し、37.5度以上ある選手は出場ともできません。

13 表　　彰

14 参加料 1人2,500円　　

大会終了後、請求書を発行いたしますので期日内にお振込みください。

15

mimei@insect.co.jp 連絡先 090-4914-3214（携帯）

第28回神奈川県少年少女レスリング選手権大会実行委員会事務局　　　　平岡未明

〒249-0005　逗子市桜山6-6-12

16 その他

・試合に出場する選手は靴紐をテーピングで止めてください。

・試合時、選手に白のハンカチを必ず身につけさせてください。

・男女とも更衣室がございますのでご利用ください。

17 参考

18 会場利用図 1F階のメインアリーナ入場口は利用しません。2F奥側の入場口を利用します。

・競技中の事故については、応急の処置を行いますが、以後の責任は一切負いません。

2）5・6年の女子選手で、希望する者は男子の部に出場することができる。 ただし、男

   女の両階級に出場することはできない。

神奈川県内の少年少女レスリングクラブ等に所属し現に活動している者、または,在学在住

の幼年、小学生、中学生の男女を対象とする。なお、いずれの場合もスポーツ傷害保険に

加入済みであること。

大会の運営の都合上計量は行いません。参加申込書に記載された現体重よりも大幅に体

参加申込データに必要事項を入力の上、9月13日厳守で下記アドレスにメールにて申し込みください。
ただし、メールにて申し込みできない方はご連絡ください。

京急神武寺駅・JR逗子駅より徒歩10分

1）「NPO法人全国少年少女レスリング連盟」統一ルール、及びUWWルールに 準じる。

幼年の部、小学1・2年の部、小学3・4年の部、小学5・6年の部、小学校女子5・6年の部、中学男子の
部、中学女子の部を実施し、申込状況に応じて階級を設定する。

日本レスリグ協会：COVID₋19感染拡大予防における 国内競技大会開催時の注意事項
https://www japan wrestling jp/2020/06/24/161691/
日本スポーツ協会：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
https://www japan sports or jp/Portals/0/jspo/guideline pdf

・選手は健康保険証を必ず持参してください。

重オーバーしていると思われる選手が例年見受けられます。現体重は選手や保護者の自

己申告ではなく、団体責任者が現体重を確認し、正確に記載してください。

※参加選手に減量させないでください。

メディカルチェック

トロフィー（後送）・メダル（後送）・賞状（後送）

申込み及び問
い合わせ先

逗 子 ア リ ー ナ



2021年10月10日神奈川県少年少女レスリング選手権大会
健康調査書・大会参加同意書

①大会実施要項ならびに本同意書内容を遵守します。

②試合会場では、手洗い・消毒をこまめに行い、感染症防止対策を徹底します。

③体育館施設内で、大きな声で会話すること・声援をおくることは禁止であることを認識し徹底いたします。

④通路や観客席などでアップをすることは禁止であることを認識し徹底いたします。

⑤体調が少しでも悪い選手・保護者が発生した場合は、直ちに大会主催者・審判員へ報告します。

⑥同意書・大会実施要項が順守されていないと大会主催者または審判長が判断した場合、

　該当の選手・指導者・保護者を失格退場処分とすることがあります。

⑦感染症への罹患・大会開催中のケガについて、主催神奈川県レスリング協会ならびに

　主幹逗子レスリング協会・逗子キッズレスリングクラブは責任を一切負いません。

⑧体調調査

日付 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

体調不良 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし

備考

日付 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

体調不良 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし

備考

以上に同意し遵守したうえで、大会に参加いたします。

日付：

チーム名：

氏名：

住所：

電話番号：

健康調査書・大会参加同意書は参加する選手・引率保護者・指導
者、入館するすべての方に提出をお願いしております。



■エントリー ○締切は2021年9月13日です。
○2021zushi_entry.xlsx　に記入してメールにてエントリーしていただきます。
・「チーム情報」シートを記入してください。
・「指導者入場登録」シートを記入してください。
・「帯同審判員」シートを記入してください。
・「出場選手」シートを記入してください。
＊エントリー・学年・現体重など正確に記入してください。表彰状作成でも利用します。
＊住所および携帯電話番号の漏れや間違いがないことを確認してください。

■大会当日 ○開催日は2021年10月10日です。
○入場時に検温を済ませてから入場してください。
＊大会参加同意書を入場者全員分ご用意ください。
＊エントリー費を支払う必要はありません。後日お振込みください。
＊観客席はチームごとに分けてありますので席取りは不要です。
＊大会は3部に分けて行います。受付もそれぞれ3回に分けて行います。

■大会後2週間 ○2021年10月24日までの期間に新型コロナウイルス感染症が発症した入場者がいた場合、直ちにご連絡く
ださい。



予定時刻 内容 詳細 1Fアリーナエリアに降りれる資格 メディカルチェック 赤 青 黄 緑

8:30 開場・受付開始_第1部 準備ができ次第メディカルチェック開始 ○ ○

8:45 ウォームアップ開始 Aマット：FIRE・BISONS・全日本　Bマット：逗子 ○ ○

9:00 ウォームアップ開始 Aマット：NEXUS・東海　Bマット：横須賀 ○ ○

9:15 監督会議・会長挨拶等 すべて着席でマイクを利用します。集まりません。 ○ ○

9:30 第1部試合開始 準備ができ次第試合開始 指導者・選手・引率保護者 ○ ○

11:00 開場・受付開始_第2部 準備ができ次第メディカルチェック開始 ○ ○

11:15 ウォームアップ開始 Aマット：BISONS・磯工・高田　Bマット：逗子・全日・町田 ○ ○

11:30 ウォームアップ開始 Aマット：NEXUS・横須賀　Bマット：FIRE・WRESTLE・東海・本田 ○ ○

11:45 監督会議・会長挨拶等 すべて着席でマイクを利用します。集まりません。 ○ ○

12:00 第2部試合開始 準備ができ次第試合開始 指導者・選手・引率保護者 ○ ○

14:30 開場・受付開始_第3部 準備ができ次第メディカルチェック開始 ○ ○

14:45 ウォームアップ開始 Aマット：BISONS・秋本　Bマット：FIRE・横須賀・全日・町田 ○ ○

15:00 ウォームアップ開始 Aマット：NEXUS・WRESTLE　Bマット：磯工・東海・本田 ○ ○

15:15 監督会議・会長挨拶等 すべて着席でマイクを利用します。集まりません。 ○ ○

15:30 第3部試合開始 準備ができ次第試合開始 指導者・選手・引率保護者 ○ ○

17:30 第3部試合終了 直ちにマット撤収開始 ○ ○

18:00 マット撤収終了 ○ ○

18:30 そのほか清掃 逗子キッズですべて行います。

□大会注意事項□

第1部出場選手・指導者
シングレットを着用し
メディカルチェックを
必ず受けてください。

シングレットを着用し
メディカルチェックを
必ず受けてください。

第1部出場選手・指導者

シングレットを着用し
メディカルチェックを
必ず受けてください。

第1部出場選手・指導者

入館証大会スケジュール（試合進行により変更になることがあります。）

■大会参加当日に2週間健康調査書ならびに参加承諾書を提出いただきます。提出がない場合は、入場できません。
□大会は学年区分ごとに3部に分け入れ替えて行います。
□選手1名につき引率保護者1名を帯同していただきます。
■以下の事項に該当する場合は、自主的に参加・観戦を見合わせること
・体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場
合
■入場時に選手・指導者・観戦者とも検温を行い37.5度以上ある場合は、入場を認めません。
□通路・ランニングコースなど、アリーナ内以外でのアップはできません。
■アリーナ１F中央にある2か所の入り口は利用しません。アリーナ2F観客席奥の入り口を使います。
■大会参加費は当日受付時に参加する選手分のみお支払いいただきます。
■表彰状・トロフィーおよびメダルを後日送付いたします。
□開会式・閉会式・表彰式は行いません。
□観客席については参加チームごとに割り当てますので席とりは不要です。
□自家用車での来場も可能です。ただし駐車場には限りがあります。
□監督会議は集まらず、会場でアナウンスを利用して行います。
■大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。
■マットエリアに入れるのは、選手およびセコンドのみに制限します（撮影席を用意します）。
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