
実 施 要 項
　『令和４年度金鷲旗高校柔道大会』  (通算第94回大会) は下記要項のとおり実施いたします｡ ご参

加のほどよろしくお願いいたします｡

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、要項を変更する場合があります。 

記

１、名　　　称

２、期　　　日

３、会　　　場

４、主　　　催

　　主　　　管

　　後　　　援

５、参 加 資 格

　　　

６、競 技 規 定

令和４年度金鷲旗高校柔道大会（スポーツ庁補助事業）

７月22日（金）午前８時　女子試合（１～３回戦）､ 

男子試合Ａ～Ｄパート（１、２回戦）、同Ｅ～Ｈパート（１、２回戦）

　　23日（土）午前８時　女子試合（４回戦～決勝）・表彰式、

男子試合Ａ～Ｄパート（２、３回戦）、同Ｅ～Ｈパート（２、３回戦）

　　24日（日）午前８時　男子試合（４回戦～決勝）・表彰式

福岡市総合体育館・照葉積水ハウスアリーナ（福岡市東区香椎照葉）

九州柔道協会､ 西日本新聞社　

福岡県柔道協会

スポーツ庁、（公財）全日本柔道連盟、九州各県、同各県教育委員会、

福岡市、 同市教育委員会、 福岡県高等学校体育連盟、テレビ西日本

１、全日本柔道連盟会員として登録している者に限る。 

２、全国高等学校総合体育大会開催基準要項により参加を認められた学校。 

３、年齢は平成15（2003）年４月２日以降に生まれたものとする。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。

４、生徒は学校長の責任において出場させ、健康上その他の支障あるものは参加

させないこと。

５、外国人留学生の参加制限はもうけない。

国際柔道連盟試合審判規定による｡ 

なお､ 本大会の審判申し合わせ事項の細部は審判・監督会議で明示する｡ 

１、試合方法はトーナメント方式による対抗勝ち抜き試合｡ 

２、試合時間は３分。 

３、本大会における勝負判定の基準は「技あり」、又は「僅差」以上とする｡

　　ただし、「技あり」以上の技評価を得た選手が勝ちとする。「僅差」は指

導差が２とする。

・「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。

・両者指導３なら、両者反則負け。ただし、大将同士両者反則負けの場合、延長

戦を１回に限り行い、必ず勝敗を決する。

４、大将同士引き分けとなった場合は延長１回とし、必ず判定をつける｡

５、選手の配列について、段級の順位は自由とする｡  
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19、 大会に問題が生じた場合は大会実行委員会で審議決定する｡

※選手は、背中に全日本柔道連盟指定のゼッケンを必ず縫いつけること｡

※参加校は紅・白布地 (木綿) 各５本を必ず持参すること｡

18、そ　の　他 １、練習場は会場のサブアリーナをご利用ください。

２、監督の服装は審判員に準ずる。（白の半袖シャツ、ズボン、靴下は黒） 

３、大会参加のための経費は参加校の自己負担とする。 

４、主催者で選手全員に傷害保険加入。 参加者は健康保険証またはその１面及び

２面のコピーを持参すること。大会期間中の病気・けがの応急処置は主催者

で行うがそれ以後は各自の責任とする。

20、肖　像　権 主催者は、参加者の写真および動画をホームページ、SNSに掲載できるものとし

ます。

金鷲旗高校柔道大会
テレビ放送（予定）

〈男子・女子〉

　７月２４日（日）　 １６：３０～１７：２５（予定）

　テレビ西日本、サガテレビ、

　テレビ長崎、テレビ熊本、

　テレビ大分、テレビ宮崎、

　鹿児島テレビ放送、沖縄テレビ放送

　　　　　　　　　　以上８局ネット

試合動画配信
全試合（女子は決勝、男子は準決
・決勝を除く）
ライブで動画配信！（有料）

▶

クラウドファンディング
オリジナルグッズの返礼品を送る
（日本代表選手のサイン入りグッズなど）

入場制限・観戦チケット
１階＝参加校・審判役員・関係者
２階＝事前登録チケットを購入された方のみ
　　　（枚数制限）

TICKET

コロナ対応

ガイドラインに沿った感染防止策など
2022年5月中旬以降、大会公式HPをご覧
ください。
※感染拡大の状況により日程の変更、参加校の制
限、PCR検査をお願いする可能性があります。



１、パソコン、または、スマートフォンにてお申し込みが可能です。

※Internet Explorerではご利用になれません。

２、アドレスに以下を入力、または、スマートフォンの場合は右記

QRコードをご活用ください。

https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/

３、トップページの「大会概要」から資料を確認の上、エントリーを進めてくだ

さい。

【6月17日17時30分までに送信、入金】

a．インターネットでの入力・送信（選手、チーム写真、宿舎・弁当他）

b．参加料25,000円（男女とも出場の場合は50,000円）

お送りした振込用紙にて送金してください。振込用紙半券をもって領

収書といたします。

棄権等による返金はいたしませんのでご了承ください。

【6月17日必着】

c．認知証明書（インターネットでダウンロード、印刷、押印の上、メー

ルまたは郵送で提出）

上記、a.～c.の手続きが完了しないチームの参加は受け付けない。

送付先　〒810－0001　福岡市中央区天神１丁目４番１号

西日本新聞イベントサービス「金鷲旗高校柔道大会事務局」宛

電話092－711－5530　ＦＡＸ092－731－5210
Mail：kingyoku@nishinippon-event.co.jp
※問い合わせ時間　平日9:30より17:30まで

 ※選手変更について

①参加申し込み後、負傷、病気等やむを得ない事情で大会に出場できない選手

がでてきた場合の選手変更、正選手が出場不能になった場合の

補欠の繰り上げ・補充・変更は、パソコン、または、スマート

フォンによる申し込みで受け付けます。

②アドレスに以下を入力、または、スマートフォンの場合は右記

QRコードをご活用ください。6月18日～7月12日の期間のみ、

選手変更届の提出が可能です。

https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/

③別紙の選手変更届け要領に沿って、7月12日17時30分までに入力・送信して

ください。

④大会事務局より承認通知メールが届きましたら、選手変更手続きが完了とな

ります。

17、 大会参加申し込み要領

16、お　弁　当

14､  　審判・監督会議＝７月21日（木）　場所はサブアリーナ

　　    審判会議＝午後３時､ 監督会議＝午後３時30分

６、チームのオーダーについて

　　オーダーの変更は認めない｡ 

　　補欠はどちらを先に出しても差しつかえない。選手交代の場合、退いた選手

のところに補欠が入る。一度退いた選手は再出場することを認めない｡ 

　　２人の補欠が出場した後、事故などがあった場合は、欠員のままで試合を行う｡ 

７、試合開始時に遅れたチームは高校名をコールし、１分以内に整列できない場

合は不戦敗とする。

各都道府県各校とも自由参加とする。 

１校１チームにつき25,000円（税込）

１校１チーム〔監督１人、正選手５人（３人以上）、（補欠２人以内）〕｡ 

但し、定時制、通信制は別にこれを認める。全日制、定時制、通信制を交じえて

編成しないこと（チームのオーダーは競技規定による）。

トーナメント方式による５人制対抗勝ち抜き試合。

主催、主管、後援各代表者出席のもとに厳正に抽選する。

７月初旬に大会ＨＰに掲載、参加校に発送する。

１、団体　第１位　賞状、 優勝旗（持ち回り）、九州柔道協会長杯、

　　　　　　　　　金牌、文部科学大臣杯（持ち回り）、文部科学大臣賞状

　　　　　第２位　賞状、 盾、銀牌

　　　　　第３位　（２校）賞状、盾、銅牌

　　　　　優秀校賞（４校）賞状＝上記の３位までの学校を除く（ベスト８から） 

２、個人　敢闘賞　５人、10人、15人、20人抜きの場合　賞状、盾

　　　　　　　　　※対戦相手が５名を欠く場合は、該当しない。

　　　　　優秀選手賞　10人に賞状、盾（ＴＮＣ賞）、記念品

審判は主催者および主管団体から委嘱された者がこれに当たる。監督との兼任は

できない。審判員の服装は全柔連指定の服装を着用（半袖、エンブレム、ネクタイ）。

※審判会議の参加対象は審判主任・審判副主任とする。

本大会の宿泊斡旋を（株）西日本新聞旅行へ業務委託をいたします。

１、宿泊料金について（サービス料・税金込）

※宿泊は在庫が無くなり次第、予約できなくなりますので、お早めにお申し込みください。
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
※7/23につきましては土曜日のため追加料金が必要な宿泊施設があります。
※宿泊料金には福岡市の宿泊税（200円）が含まれております。
※福岡県が定める感染防止対策をすべて満たしている「感染防止認証マーク」を取得している

ホテルになります。
※チェックインの際は、検温、手指消毒のご協力をお願いいたします。発熱や咳・咽頭痛の症

状がある場合は、近隣の医療機関等に連絡を取り指示を仰ぐ形になります。
※コインランドリー・コンビニはホテル敷地内またはホテルより徒歩圏内にございます。

２、交通のお申込みについて

　　※貸切バスの手配を承ります。乗車人数や利用時間をご相談ください。

３、宿泊･交通のお申込み・お問合せ先

「金鷲旗・玉竜旗　宿泊受付デスク」

電話：092－711－5518　ＦＡＸ：092－711－1969
〒810-0001　福岡市中央区天神１丁目４番１号　西日本新聞会館14階

受付時間：平日10:00～16:00（土日祝休み）

本大会のお弁当斡旋をビー・トゥ・ビーサポートへ業務委託いたします。

１、昼食弁当料金（1個当たり）＝880円（税込）～

２、お問い合わせ先

　　ビー・トゥ・ビーサポート

　　電話番号：092－282－1118　ＦＡＸ：092－402－1727
３、お申し込み方法

①インターネット申し込みの該当欄に必要事項を記入してください。また

は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入していただき、ＦＡＸにてお申

し込みください。

②申し込み後、申し込み内容に訂正及び追加等が生じた場合、電話又はＦＡ

Ｘにてご通知ください。

７、参 加 方 法

８、参　加　料

９、チーム編成

10、試 合 方 法

11、組み合わせ

12、表　　　彰

13、審　　　判

15、宿　　　泊

４、お申込み方法

①以下の専用の宿泊申込サイトよりお申込み下さい。

   https://va.apollon.nta.co.jp/kinshuki_gyokuryuki 

②お申し込み後の変更・追加等が生じた場合、宿泊申込サ

イトにて変更・追加の手続きを行っていただけます。

A The358 UMI
10階のバルコニーからは
福岡の眺望が楽しめます

福岡の中心部の天神に位置します

和風モダンな旅館型ホテルです

13,000円～16,000円

B 博多駅地区ホテル
博多駅近隣にあり、
快適さと利便性を兼ね備えます

8,400円～11,000円

11,000円～13,000円

12,800円～14,800円

11,000円～14,000円

天神地区ホテル

渡辺通地区ホテル

C

D

福岡・天神へのアクセスが抜群です11,000円～13,000円福岡空港地区ホテル

1泊2食

1泊2食

1泊朝食

1泊2食

1泊2食

1泊2食E



１、パソコン、または、スマートフォンにてお申し込みが可能です。

※Internet Explorerではご利用になれません。

２、アドレスに以下を入力、または、スマートフォンの場合は右記

QRコードをご活用ください。

https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/

３、トップページの「大会概要」から資料を確認の上、エントリーを進めてくだ

さい。

【6月17日17時30分までに送信、入金】

a．インターネットでの入力・送信（選手、チーム写真、宿舎・弁当他）

b．参加料25,000円（男女とも出場の場合は50,000円）

お送りした振込用紙にて送金してください。振込用紙半券をもって領

収書といたします。

棄権等による返金はいたしませんのでご了承ください。

【6月17日必着】

c．認知証明書（インターネットでダウンロード、印刷、押印の上、メー

ルまたは郵送で提出）

上記、a.～c.の手続きが完了しないチームの参加は受け付けない。

送付先　〒810－0001　福岡市中央区天神１丁目４番１号

西日本新聞イベントサービス「金鷲旗高校柔道大会事務局」宛

電話092－711－5530　ＦＡＸ092－731－5210
Mail：kingyoku@nishinippon-event.co.jp
※問い合わせ時間　平日9:30より17:30まで

 ※選手変更について

①参加申し込み後、負傷、病気等やむを得ない事情で大会に出場できない選手

がでてきた場合の選手変更、正選手が出場不能になった場合の

補欠の繰り上げ・補充・変更は、パソコン、または、スマート

フォンによる申し込みで受け付けます。

②アドレスに以下を入力、または、スマートフォンの場合は右記

QRコードをご活用ください。6月18日～7月12日の期間のみ、

選手変更届の提出が可能です。

https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/

③別紙の選手変更届け要領に沿って、7月12日17時30分までに入力・送信して

ください。

④大会事務局より承認通知メールが届きましたら、選手変更手続きが完了とな

ります。

17、 大会参加申し込み要領

16、お　弁　当

14､  　審判・監督会議＝７月21日（木）　場所はサブアリーナ

　　    審判会議＝午後３時､ 監督会議＝午後３時30分

６、チームのオーダーについて

　　オーダーの変更は認めない｡ 

　　補欠はどちらを先に出しても差しつかえない。選手交代の場合、退いた選手

のところに補欠が入る。一度退いた選手は再出場することを認めない｡ 

　　２人の補欠が出場した後、事故などがあった場合は、欠員のままで試合を行う｡ 

７、試合開始時に遅れたチームは高校名をコールし、１分以内に整列できない場

合は不戦敗とする。

各都道府県各校とも自由参加とする。 

１校１チームにつき25,000円（税込）

１校１チーム〔監督１人、正選手５人（３人以上）、（補欠２人以内）〕｡ 

但し、定時制、通信制は別にこれを認める。全日制、定時制、通信制を交じえて

編成しないこと（チームのオーダーは競技規定による）。

トーナメント方式による５人制対抗勝ち抜き試合。

主催、主管、後援各代表者出席のもとに厳正に抽選する。

７月初旬に大会ＨＰに掲載、参加校に発送する。

１、団体　第１位　賞状、 優勝旗（持ち回り）、九州柔道協会長杯、

　　　　　　　　　金牌、文部科学大臣杯（持ち回り）、文部科学大臣賞状

　　　　　第２位　賞状、 盾、銀牌

　　　　　第３位　（２校）賞状、盾、銅牌

　　　　　優秀校賞（４校）賞状＝上記の３位までの学校を除く（ベスト８から） 

２、個人　敢闘賞　５人、10人、15人、20人抜きの場合　賞状、盾

　　　　　　　　　※対戦相手が５名を欠く場合は、該当しない。

　　　　　優秀選手賞　10人に賞状、盾（ＴＮＣ賞）、記念品

審判は主催者および主管団体から委嘱された者がこれに当たる。監督との兼任は

できない。審判員の服装は全柔連指定の服装を着用（半袖、エンブレム、ネクタイ）。

※審判会議の参加対象は審判主任・審判副主任とする。

本大会の宿泊斡旋を（株）西日本新聞旅行へ業務委託をいたします。

１、宿泊料金について（サービス料・税金込）

※宿泊は在庫が無くなり次第、予約できなくなりますので、お早めにお申し込みください。
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
※7/23につきましては土曜日のため追加料金が必要な宿泊施設があります。
※宿泊料金には福岡市の宿泊税（200円）が含まれております。
※福岡県が定める感染防止対策をすべて満たしている「感染防止認証マーク」を取得している

ホテルになります。
※チェックインの際は、検温、手指消毒のご協力をお願いいたします。発熱や咳・咽頭痛の症

状がある場合は、近隣の医療機関等に連絡を取り指示を仰ぐ形になります。
※コインランドリー・コンビニはホテル敷地内またはホテルより徒歩圏内にございます。

２、交通のお申込みについて

　　※貸切バスの手配を承ります。乗車人数や利用時間をご相談ください。

３、宿泊･交通のお申込み・お問合せ先

「金鷲旗・玉竜旗　宿泊受付デスク」

電話：092－711－5518　ＦＡＸ：092－711－1969
〒810-0001　福岡市中央区天神１丁目４番１号　西日本新聞会館14階

受付時間：平日10:00～16:00（土日祝休み）

本大会のお弁当斡旋をビー・トゥ・ビーサポートへ業務委託いたします。

１、昼食弁当料金（1個当たり）＝880円（税込）～

２、お問い合わせ先

　　ビー・トゥ・ビーサポート

　　電話番号：092－282－1118　ＦＡＸ：092－402－1727
３、お申し込み方法

①インターネット申し込みの該当欄に必要事項を記入してください。また

は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入していただき、ＦＡＸにてお申

し込みください。

②申し込み後、申し込み内容に訂正及び追加等が生じた場合、電話又はＦＡ

Ｘにてご通知ください。

７、参 加 方 法

８、参　加　料

９、チーム編成

10、試 合 方 法

11、組み合わせ

12、表　　　彰

13、審　　　判

15、宿　　　泊

４、お申込み方法

①以下の専用の宿泊申込サイトよりお申込み下さい。

   https://va.apollon.nta.co.jp/kinshuki_gyokuryuki 

②お申し込み後の変更・追加等が生じた場合、宿泊申込サ

イトにて変更・追加の手続きを行っていただけます。

A The358 UMI
10階のバルコニーからは
福岡の眺望が楽しめます

福岡の中心部の天神に位置します

和風モダンな旅館型ホテルです

13,000円～16,000円

B 博多駅地区ホテル
博多駅近隣にあり、
快適さと利便性を兼ね備えます

8,400円～11,000円

11,000円～13,000円

12,800円～14,800円

11,000円～14,000円

天神地区ホテル

渡辺通地区ホテル

C

D

福岡・天神へのアクセスが抜群です11,000円～13,000円福岡空港地区ホテル

1泊2食

1泊2食

1泊朝食

1泊2食

1泊2食

1泊2食E



実 施 要 項
　『令和４年度金鷲旗高校柔道大会』  (通算第94回大会) は下記要項のとおり実施いたします｡ ご参

加のほどよろしくお願いいたします｡

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、要項を変更する場合があります。 

記

１、名　　　称

２、期　　　日

３、会　　　場

４、主　　　催

　　主　　　管

　　後　　　援

５、参 加 資 格

　　　

６、競 技 規 定

令和４年度金鷲旗高校柔道大会（スポーツ庁補助事業）

７月22日（金）午前８時　女子試合（１～３回戦）､ 

男子試合Ａ～Ｄパート（１、２回戦）、同Ｅ～Ｈパート（１、２回戦）

　　23日（土）午前８時　女子試合（４回戦～決勝）・表彰式、

男子試合Ａ～Ｄパート（２、３回戦）、同Ｅ～Ｈパート（２、３回戦）

　　24日（日）午前８時　男子試合（４回戦～決勝）・表彰式

福岡市総合体育館・照葉積水ハウスアリーナ（福岡市東区香椎照葉）

九州柔道協会､ 西日本新聞社　

福岡県柔道協会

スポーツ庁、（公財）全日本柔道連盟、九州各県、同各県教育委員会、

福岡市、 同市教育委員会、 福岡県高等学校体育連盟、テレビ西日本

１、全日本柔道連盟会員として登録している者に限る。 

２、全国高等学校総合体育大会開催基準要項により参加を認められた学校。 

３、年齢は平成15（2003）年４月２日以降に生まれたものとする。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。

４、生徒は学校長の責任において出場させ、健康上その他の支障あるものは参加

させないこと。

５、外国人留学生の参加制限はもうけない。

国際柔道連盟試合審判規定による｡ 

なお､ 本大会の審判申し合わせ事項の細部は審判・監督会議で明示する｡ 

１、試合方法はトーナメント方式による対抗勝ち抜き試合｡ 

２、試合時間は３分。 

３、本大会における勝負判定の基準は「技あり」、又は「僅差」以上とする｡

　　ただし、「技あり」以上の技評価を得た選手が勝ちとする。「僅差」は指

導差が２とする。

・「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。

・両者指導３なら、両者反則負け。ただし、大将同士両者反則負けの場合、延長

戦を１回に限り行い、必ず勝敗を決する。

４、大将同士引き分けとなった場合は延長１回とし、必ず判定をつける｡

５、選手の配列について、段級の順位は自由とする｡  

KINSYUKI
HIGH SCHOOL
JUDO
TOURNAMENT
2 0 2 2

令和４年度

高 校 柔 道 大 会
19、 大会に問題が生じた場合は大会実行委員会で審議決定する｡

※選手は、背中に全日本柔道連盟指定のゼッケンを必ず縫いつけること｡

※参加校は紅・白布地 (木綿) 各５本を必ず持参すること｡

18、そ　の　他 １、練習場は会場のサブアリーナをご利用ください。

２、監督の服装は審判員に準ずる。（白の半袖シャツ、ズボン、靴下は黒） 

３、大会参加のための経費は参加校の自己負担とする。 

４、主催者で選手全員に傷害保険加入。 参加者は健康保険証またはその１面及び

２面のコピーを持参すること。大会期間中の病気・けがの応急処置は主催者

で行うがそれ以後は各自の責任とする。

20、肖　像　権 主催者は、参加者の写真および動画をホームページ、SNSに掲載できるものとし

ます。

金鷲旗高校柔道大会
テレビ放送（予定）

〈男子・女子〉

　７月２４日（日）　 １６：３０～１７：２５（予定）

　テレビ西日本、サガテレビ、

　テレビ長崎、テレビ熊本、

　テレビ大分、テレビ宮崎、

　鹿児島テレビ放送、沖縄テレビ放送

　　　　　　　　　　以上８局ネット

試合動画配信
全試合（女子は決勝、男子は準決
・決勝を除く）
ライブで動画配信！（有料）

▶

クラウドファンディング
オリジナルグッズの返礼品を送る
（日本代表選手のサイン入りグッズなど）

入場制限・観戦チケット
１階＝参加校・審判役員・関係者
２階＝事前登録チケットを購入された方のみ
　　　（枚数制限）

TICKET

コロナ対応

ガイドラインに沿った感染防止策など
2022年5月中旬以降、大会公式HPをご覧
ください。
※感染拡大の状況により日程の変更、参加校の制
限、PCR検査をお願いする可能性があります。


