監督会議に必要です。忘れずに持参してください。

令和元年度・第３６回
全国少年少女レスリング選手権大会

大会進行掲示

参加の手引
第１日目 ７月26日（金）
受

付

11：00～13：50

あくしゅ、あいさつ、ありがとう

計

量

11：10～13：50

～ めざせ！ マナーも日本一 ～

監 督 会 議

14：10～14：30

ブロック会議

14：40～15：00

開

式

15：00～15：30

技

15：40～17：00

審 判 会 議

10：00～10：50

理

16：30～18：00

会

競

事

会

クラブ名
監 督 名
※クラブ名と監督名を記入してください。
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■会場案内図

■体育館開場時間
体育館の開場時間は、右記の通りです。
入口については、26日(金)は、監督・コーチ等は１階正面から

７月26日（金）

入場してください

７月27日（土）、28日（日） 8:00

選手・応援者は２階入口から入場してください。

1

［大会期間中の開場時間］
11:00

第36回 全国少年少女レスリング選手権大会

■避難誘導経路
●スタッフの誘導に従い、一番近い避難口から避難してください。

■会場内への入場に際して――――.前の人を追い越さない。
●大会期間中のビッグホエールへの入場は、事故防止のため、以下の通りとします。
①入場は２階入口とします。
②開場時間前に並ぶ際は、２列縦隊で整列してください。
③27日～28日の練習割当時間が８時からのクラブは、１階エントランスから分割して順番に入場します。
※当日試合に出場する選手のみとします。
早朝から並んでいただいても、先に入場できないのでご了承ください。
詳細は監督会議でお知らせします。（警備スタッフの指示・誘導に必ず従ってください）
④玄関から観戦スタンドまで、前の人を追い越さないよう徹底してください。
■受

付（１階・エントランス）◎／◎受付・計量は、７月26日（金）の時間内のみ行います。

●受付は、整列順に監督・コーチなどクラブ関係者２名でお願いします。受付カードをお忘れなく。
申込内容を把握した保護者の代表の方でも構いません。
●受付で ①計量カード ②大会プログラム
③参加賞等 をお受け取りください。
●計量終了時間前までに受付を必ず済ませて
ください。受付をしないと計量は出来ません。

■計

量（Ａマット・Ｂマット）◎

26日（金）11：10～13：50
１．クラブ監督は、事前に選手の①シングレット
②爪 ③髪（髪が長い選手は結ばせる）の
チェック後、Ｃマットで計量カードに記載され
た順に並ばせ、待機してください。
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２．テーピング等はすべて外しておいてください。
審判員がメディカルチェック、計量カードの選手名を確認（爪切り、爪切り場所はありません）
３．計量はクラブ毎に「計量カード」の記名順に行います。指示に従い計量エリアに選手を誘導ください。
計量時には、「選手登録証」を審判に提示してください。
●計量はシングレットのみで計測します。靴下をその場で脱いだり、計量エリアでの着替えはできません。
４．計量会場（Aマット・Bマット）では、入場ルートと退場ルートがあり、安全面を考慮して一方通行とします。
整列方向や、移動方向に注意し、メディカルチェックを受け、審判員の指示に従い、計量器①～④の
いずれかで計量を受けてください。計量後は速やかに退場ルートにそって退場してください。
混雑を防止するために、出入口やエントランスでの待機はご遠慮ください。
■監督会議場◎／◎７月26日（金） 14：10～14：30 軽運動場（会場案内図参照）
●監督会議には、監督（コーチ）
、マナー委員、キャプテンの３名で出席してください。
（参加者が１名のクラブは１名で結構です）
■次番・次々番席ベンチ
●次番・次々番選手が待機するエリアを設けています。選手、セコンドの２名１組で、３組までがベンチ
に座れます。試合番号を確認して順番にマットに入場してください。（それ以外の人は入れません）
●足ふきマットで足の裏を拭き、清潔にしてマットに上がってください。
■観覧席
●観覧席は全部で2,940席あります。座席にテーピングや紐でエリア確保をしないようにお願いします。
（観覧席使用エリアは１頁を参照してください）
●観覧席の手すりが低いため、子どもたちの転落が考えられます。くれぐれも子どもたちの行動に注意を
払ってください。なお、安全面から２階席の一部で使用制限（立ち入り）を行います。
●「置き引きが多発している」、との施設側からの指導がありました。貴重品、その他、身の回りの物は
各自で十分管理してください。
●会場内には警備担当を配置します。不審者を見かけたら、警備担当までご一報ください。
●会場内全ての電気コンセントはご利用になれません。携帯電話、ビデオ等の充電はしないでください。
■駐車場
●和歌山ビッグホエール・ビッグウエーブには有料の駐車場［駐車料金は、50分100円（最初の30分は無料）］
が約500台ありますが、他の施設の自家用車も利用できるため満車になる可能性があります。
ビッグホエール周辺の商業施設への無断駐車は堅く禁止します。
〔商業施設から連絡があれば、警察に通報します〕
できるかぎり公共交通機関でのご来場をお願いします。
■表彰式について◎／◎表彰スペース◎／◎３箇所
●大会２日目から、該当する階級の表彰を行います。
●準決勝及び決勝戦終了後、選手に「順位決定票」を渡します。それを持って表彰スペースで待機してく
ださい。
●表彰式は決勝が終了次第、揃った階級から順次行います。３位の選手は表彰スペースで待機してください。
●館内放送で表彰階級の呼出しは一切行いません。該当する選手の監督・コーチ及び保護者の皆さんは、
選手の迅速な誘導をお願いします。なお、表彰される選手がそろわない場合でも中断することなく、そ
のまま表彰を行います。(表彰式のスムーズな運営にご協力ください)
●利用交通機関の関係で表彰式に参加できない場合は、メダルと賞状を着払いで宅配いたします。
希望される場合は、表彰担当者へお尋ねください。
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■総合案内◎／◎１１階・控室１（大会本部：１頁参照）
●大会の質問、問合せ、落し物、迷子、呼び出し、救急、全て総合案内で対応します。
●救急車の要請も総合案内で行います。施設の指導により、個々人での救急車の要請はできません。
■弁当渡し・回収場所
●１階・エントランスにブースを設けております。弁当の渡し・回収時間は以下の通りです。
●弁当申込書のお客様控えをお持ちください。

渡し・回収時間

７月27日（土）

７月28日（日）

11：00～14：00

11：00～14：00

■ゴミ集積場所
●東武トップツアーズで注文された弁当ガラについては、集積を行います。
（大会弁当以外のゴミ、弁当ガラは各自でお持ち帰りください）
●会場内に自動販売機がありますが、ペットボトル、ビン、缶は所定の場所にお願いします。
●会場周辺のゴミ箱や最寄り駅で、持ち帰りゴミの投棄をしないようにお願いします。
■昼食等の飲食場所
●飲食はビッグホエール観覧席及びビッグウエーブのメインアリーナ休憩スペース及び2階観覧席です。
（ビッグウエーブメインアリーナ休憩スペースで飲食される場合は、必ず各自でシートをご準備ください）

●ビッグホエールアリーナ内、エントランスホールでは飲食ができません。
■更衣室◎／◎ビッグウエーブ１階・2階に男性用・女性用の更衣室がありますのでご利用ください。
●授乳室をご利用の場合は、大会事務局までお問い合わせください。
■喫

煙

●体育館敷地内の所定の場所でお願いします。節煙をお願いします。（1階喫煙所・２階入口前）
施設の指導により、体育館入口や周辺での喫煙、歩きタバコはできません。
■ウォーミングアップ◎／◎マット ※27日、28日は、
「アップ時間割表」で利用時間を確認してください。
●ウォーミングアップ時間
利用時間

７月26日（金）

７月27日（土）

７月28日（日）

11：00～13：50

08：00～08：50

08：00～09：20

※７月26日は、フリー利用（20分程度の時間入れ替え制）となります。利用できるマットは次の通りにな
り、利用時間や利用方法については、係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。
Ａ・Ｂ・Ｃマット：北海道、東北、関東、北信越
Ｄ・Ｅマット

Ｆマット：九州、沖縄

：東海、近畿、中国、四国

●より多くの選手が気持ちよく安全に利用できるよう、入れ替え制で行います。
大会スタッフの指示に従ってください。
●ウォーミングアップは、当日の試合に出場する選手のみとします。
●マットの独占利用はできません。クラブ毎に指定されたマットで指定された時間内でアップします。
館内放送で案内します。
（交代時間に速やかにマットを開けない場合は次のアップが開始出来ません）
●マットの利用は、マット上でしかできない内容を中心に考えて行ってください。
●走る方向は、時計回りの一方向だけです。ぶつからないよう注意してください。
会場内は、アリーナ以外は走れません。１階・エントランスホール、観覧席および通路の走行、
及びウォーミングアップはできません。
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■ウォーミングアップ◎／◎アリーナ
●東側の空きスペースは、試合前のウォーミングアップのためのスペースです。当日出場する選手、監督・
コーチ以外は入場を禁止します。
■諸注意
●熱中症予防のため、水分補給するようご指導ください。
●会場内は、各エリアを確保するため、簡易フェンスを利用しています。指定された場所以外への入場は
できません。フェンスに手をかけたり、もたれかかったり、登ったりしないよう、子供たちへの指導を
お願いします。
●競技ルールや公共施設の使用上のマナーやルールの指導をお願いします。
●競技場内は土足禁止です。室内用運動靴や上履きをご準備ください。（ハイヒール等での入場は禁止）
●アリーナへのベビーカーでの入場は禁止します。
●応援エリアでの三脚・一脚等を利用したビデオ、カメラ撮影はできません。(危険防止のため)
●会場内の電気コンセントより、ビデオ等のバッテリー充電はできません。見つけた場合は没収します。
●観客席のテーピング等でのエリア確保はできません。観客席は譲り合ってご利用ください。
特に第一列目にはバッグ、身の回り品等を置かないようにしてください。
●施設の禁止事項として、車椅子でのフロアー応援はできません。
■休憩スペース（メインアリーナ・土足厳禁）

●ビッグホエールに隣接するビッグウエーブのメインアリーナを休憩スペースとして開放します。
●ビッグホエールでマットやシートなどを敷いてエントランスや廊下、通路などでの休憩は禁止します。
※消防法により通路やエントランスに障害物を設置できません。
※販売ブースについては、申請を行っています。
■応援方法の順守◎／◎アリーナ
●アリーナの応援は、マットで試合をする選手の保護者、応援者（家族など２名まで）のみの応援と
なります。
それ以外はアリーナへ降りての応援はできません。試合が終わったら速やかに観客席へお戻りくださ
い。
くれぐれも滞留しないようにします。これを遵守できない場合は、応援は全て観客席からとなります。
クラブ代表者、コーチは、選手、応援者の誘導をお願いします。
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■マットサイドへの入場ルール
・アリーナ部分に入るときは、必ずクラブＴシャツか、クラブ名がわかるカードを身につけてください。
・フェンス内に入れるのは、選手とセコンド(１名)のみ。進行中の試合の２試合後(次々番)までです。
・選手１名につき、応援者２名までフェンス内に入れます。
応援している試合が終わったら、すみやかに退出してください。
・所属チームの試合が連続する場合、監督・コーチ(セコンド)はフェンス内を通ることができます。
係員にその旨を伝えてください。

6
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■ アップ時間割表 / ２７日・２８日 ■
※7月26日は、Ｄ･Ｅ･Ｆマットをフリー利用（20分程度の時間入れ替え制）とします。11:00～13:50まで
ご利用頂けます。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。
当日出場しない選手はマットに上がらないで下さい

Ａマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０

(北海道) 札幌ちびっ子
レスリングクラブ

(青森) 八戸クラブ

(福島) 郡山
レスリングクラブ

(栃木) 下野サンダー
キッズレスリング

(群馬) PALAISTRA

(北海道) 帯広レスリング
クラブ

(青森) レスリングチーム
青森クラブジュニア

(福島) 田島チビッ子
レスリング

(栃木) Kan Club

(埼玉) WAKO Wrestling
Club

(北海道) 天塩ちびっ子
レスリング少年団

(青森) 野辺地ジュニア
レスリングクラブ

(福島) クリナップキッズ
いわきレスリングクラブ

(群馬) 大間々
レスリングクラブ

(埼玉) PUREBRED

(北海道) ジュニア
レスリングクラブ士別

(青森) 十和田
レスリングクラブ

(茨城) 水戸市レスリング
スポーツ少年団

(群馬) 千代田ジュニア
レスリングクラブ

(埼玉) はんのう山中道場

(岩手) 山田レスリング

(茨城) ひたちなか
レスリングクラブ

(群馬) 伊勢崎
スパークラーズ

(埼玉) ポゴナ・クラブジム

(宮城) KURIHARA

(茨城) 大子ジュニア
レスリングクラブ

(群馬) 明和レスリング
クラブ

(埼玉) フェニックスクラブ

(秋田) 北志館道場

(茨城) 日立市レスリング
クラブ

(群馬) おおたスポーツ
アカデミー

(秋田) 体力づくり教室
杉田道場

(茨城) 龍ヶ崎レスリング
クラブ

(群馬) 邑楽ジュニア
レスリングクラブ

(秋田) 追分勲武館レスリ
ングスポーツ少年団

(茨城) 取手レスリング
クラブ

(群馬) 上州トレジャー
レスリングクラブ

(山形) 米沢レスリング
クラブ

(茨城) 霞ヶ浦レスリング
クラブ

(山形) Future Dream
Wrestling Club

(茨城) 猛禽屋レスリング
クラブ

WRESTLING CLUB関村道場

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一

Ｂマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

埼玉) ＦＵＪＩＭＩ kids

(千葉) パラエストラ･
チームリバーサル

(東京) フィギュアフォー
クラブ

(東京)

(千葉) 松戸ジュニア
レスリングクラブ

(東京) 髙田道場

(東京)

KRAZY BEE

(東京) アライアンス

(神奈川) 逗子キッズ
レスリングクラブ

(千葉) 松﨑ジュニア
レスリングクラブ

(東京) ＡＡＣＣ

(東京)

LOTUS世田谷

(東京) TEAM
ドン・キホーテ

(神奈川) 秋本道場
jungle junction

(千葉) 小玉ジュニア
レスリングクラブ

(東京) 練馬ジュニア
レスリング谷原くらぶ

(東京)

BRAVE

(東京) イランレスリング
クラブ

(神奈川) FIRE BOYS

(千葉) 関宿
レスリングクラブ

(東京) ワセダクラブ

(東京) ハコビースポーツ
大森レスリングクラブ

(神奈川) 横浜デビルズ
ジュニアレスリングクラブ

(千葉) 柏

(千葉)

(東京) ESK格闘技
アカデミー

(神奈川) TEAM BISON'S
by SENSHU UNIV

レスリングクラブ

GOLDEN STAR
レスリングクラブ

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５
WRESTLE-WIN

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０
(神奈川) 東海ジュニア
レスリングクラブ

(千葉) 野田
レスリングクラブ

(東京) GOLD KID'S

(東京)

トイカツ道場

(神奈川) 本田多聞
レスリングスクール

(千葉) 市川コシティ
クラブ

(東京) 第六機動隊
少年レスリング部

(東京)

東実ジュニア

(神奈川) 神奈川磯子
テックベアーズ

(神奈川) 横須賀ジュニア
レスリングクラブ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一
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※7月26日は、Ｄ･Ｅ･Ｆマットをフリー利用（20分程度の時間入れ替え制）とします。11:00～13:50まで
ご利用頂けます。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。
当日出場しない選手はマットに上がらないで下さい

Ｃマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０

(神奈川) SELF 高津
レスリングチーム

(富山) 黒部レスリング
スポーツ少年団

(福井) 敦賀少年
レスリングクラブ

(静岡) 焼津ジュニア
レスリングスクール

(静岡) 沼津学園ジュニア
レスリングクラブ

(神奈川) ヤマガタ
レスリングクラブ

(富山) 高岡ジュニア
レスリングクラブ

(福井) FUKUI
えんま CLUB

(静岡) 沼津レスリング
クラブ

(愛知) 刈谷
レスリングクラブ

(神奈川) NEXUS
TEAM YOKOSUKA

(富山) 滑川ジュニア
レスリングチーム

(岐阜) 羽島市
レスリング連盟

(静岡) 焼津リトル
ファイターズ

(愛知) 常滑市
レスリング教室

(山梨) Yamanashi junior

(富山) 富山第一
レスリングクラブ

(岐阜) マイスポーツ
ハウス

(静岡) ＦＵＪＩ

(愛知) 一宮
レスリングクラブ

(長野) 佐久市レスリング
教室クラブ

(石川) 金沢ジュニア
レスリングクラブ

(岐阜) 大垣市
レスリング少年団

(静岡) 清水ドリームズ

(長野) 小諸キッズ
レスリングクラブ

(石川) 志賀町ジュニア
レスリング教室

(岐阜) 中津川ジュニア
レスリングクラブ

(静岡) 東伊豆ジュニア
レスリング

(長野) 上田レスリング
スポーツ少年団

(福井) おおい
レスリングクラブ

(岐阜) 美濃加茂
レスリングクラブ

(静岡) 長泉ファイティング
エンジェルス

（新潟) 巻っず
レスリングクラブ

(福井) 越前市レスリング
スポーツ少年団

(静岡) 修善寺キッド
レスリングクリニック

(静岡) 浜松ＳＳ
ファイターズ

(新潟) 新潟ブルドッグズ
ジュニア

(福井) 福井
レスリングクラブ

モンスターズ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一

Ｄマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０

(三重) 四日市ジュニア
レスリングクラブ

(三重) いなべ
レスリングクラブ

(滋賀) 栗東
レスリングクラブ

(大阪) 吹田市民
レスリング教室

(大阪) 堺ジュニア
レスリングクラブ

(愛知) ゼントータル
レスリングクラブ

(三重) 鳥羽・ジュニア
レスリングクラブ

(滋賀) 日野
レスリングクラブ

(京都) 京都海洋
レスリング教室

(大阪) 高槻市
レスリング連盟

(愛知) 日進
レスリングクラブ

(三重) 松阪
レスリングクラブ

(京都) 京都八幡ジュニア
レスリングクラブ

(京都) 同志社
レスリングクラブ

(大阪) 寝屋川市青少年
レスリング連盟

(愛知) 特定非営利活動
法人 ﾅｺﾞﾔﾚｽﾘﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ

(京都) 網野町少年
レスリング教室

(京都) 舞鶴レスリング
クラブ

(大阪) 大阪竹中
レスリング道場

(大阪) 茨木市
レスリング教室

(三重) 一志ジュニア
レスリング教室

(大阪) エンジョイ
レスリングクラブ

(三重) 桑名
レスリングクラブ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一
【2018年度の標語コンテストから】

試合に負けてもマナーで勝とう ゴミを拾って金メダル
最優秀賞

わすれない

札幌ちびっ子レスリングクラブ

あいさつ マナー

優秀賞

マイボトル

郡山レスリングクラブ
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※7月26日は、Ｄ･Ｅ･Ｆマットをフリー利用（20分程度の時間入れ替え制）とします。11:00～13:50まで
ご利用頂けます。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。
当日出場しない選手はマットに上がらないで下さい

Ｅマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０

(兵庫) 猪名川
レスリングクラブ

(大阪)四条畷
レスリングクラブ

(和歌山) 新宮ジュニア
レスリングクラブ

(和歌山) 和歌山ジュニア
レスリングクラブ

(島根) Lien wrestling club

(大阪) T.K.D
キッズレスリング

(大阪)パンクラス大阪

(和歌山) 和北クラブ
ジュニアレスリング

(和歌山) 和歌山東
ジュニアレスリングクラブ

(島根) 隠岐島前.Jr

(大阪)ゼッセル熊取

(兵庫) 神戸高塚
レスリングクラブ

(和歌山) 特定非営利活
動法人 ｻﾝ･ｽﾏｲﾙいわで

(鳥取) 倉吉レスリング
クラブ

(島根) OKI RAINBOW
ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ＣＬＵＢ

(大阪)近大葉月会

(兵庫) ITAMI
WRESTLING CLUB

(島根) 松江レスリング
クラブ

(岡山) くらしきジュニア
レスリングスクール

(奈良) 斑鳩
レスリングクラブ

(島根) 加茂B&G
レスリングクラブ

(岡山) 笠岡少年
レスリングクラブ

(奈良) 広陵
レスリング教室

(岡山) 高農クラブ

(奈良) 生駒市
レスリングクラブ

(広島) 東広島ジュニア
レスリングスポーツ少年団

(和歌山) 熊野路
ジュニアレスリングクラブ

(広島) 広島
レスリングクラブ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一

Ｆマット

(練習時間は、２７日１コマ９分間、２８日１３分間です)

【２７日】 ８：００～８：０９
【２８日】 ８：１０～８：２３

【２７日】 ８：１０～８：１９
【２８日】 ８：２４～８：３７

【２７日】 ８：２０～８：２９
【２８日】 ８：３８～８：５１

【２７日】 ８：３０～８：３９
【２８日】 ８：５２～９：０５

(山口) 徳山チビッ子
レスリングクラブ

(香川) 高松レスリング
クラブ

(高知) すくもレスリング
クラブ

(長崎) 大村ジュニア
レスリングクラブ

(宮崎) NICHINAN CHILD

(山口) ファイブ☆スター
レスリングエリートアカデミー

(香川) 綾川
レスリングクラブ

(福岡) 北九州
レスリングクラブ

(長崎) OMURA TOP
TEAM

(宮崎) Wellness Kids
都城レスリングクラブ

(山口) 由宇レスリング
スポーツ少年団

(香川) 多度津
レスリングスポーツ少年団

(福岡) ベスポ
レスリングクラブ

(熊本) 上熊本
レスリングクラブ

(鹿児島) 沖永良部
レスリングクラブ

(山口) 大畠レスリング
スポーツ少年団

(愛媛) 今治少年
レスリングクラブ

(福岡) 3RINGS レスリ
ングスポーツ少年団

(熊本) タイガーキッズ
レスリングクラブ

(鹿児島) 鹿屋レオキッズ

(徳島) ジョイフル
レスリングクラブ

(愛媛) 松山レスリング
クラブ

(福岡) 髙田道場福岡
やずやキッズクラブ

(宮崎) 宮崎イースト

(鹿児島) TEAM
☆SATSUMA

(香川) 善通寺
レスリングクラブ

(愛媛) 八幡浜レスリング
クラブ

(長崎) 東長崎
レスリングクラブ

(宮崎) くしまグリーン
ホースクラブ

(沖縄) 喜手納
レスリングクラブ

(高知) 高知レスリング
クラブ

(佐賀) 鹿島レスリング
クラブ

(鹿児島) 鹿児島
レスリングクラブ

(沖縄) てだこジュニア
レスリングクラブ

(高知) 極東ジュニア
レスリングクラブ

(福岡) レスリング
ＯＢＥＮＯ

(宮崎) フェニックス
キッズレスリングクラブ

(沖縄) OJキッズ
レスリングクラブ

(長崎) 島原レスリング
スクール

【２７日】 ８：４０～８：５０
【２８日】 ９：０６～９：２０
WRESTLING CLUB

(沖縄) やんばる
レスリングクラブ

(長崎) 有明
レスリングクラブ
(長崎) 南島原レスリング
クラブ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一
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あくしゅ、あいさつ、ありがとう
～ めざせ！ マナーも日本一 ～

【マナー委員の皆様へ】
大会に参加するには、「ルール」や「マナー」を守ることが大前提です。身勝手な考えで行動する人が
増えたり、モラルが低下したら、参加するためのルールが増えて、参加し辛い大会となります。
人の感覚には個人差があり、その常識も千差万別です。だからこそのルールではないでしょうか。
大会参加について、マナー委員を中心にクラブ内で話し合い、それぞれの内容を確認した上で、
大会に臨んでください。
これまでの大会反省から、以下の24項目について具体的に挙げました。
クラブの代表者及びマナー委員（マナー委員ビブス着用）は、競技ルールや公共施設の使用上の注意や
マナー及びエチケットの指導をお願いします。

①開場前は、大会実行委員に指示に従い、近隣の迷惑にならないようにしてください。
②マナー委員はビブスを着用してください。（大人の方が着用）
③１日目の受付で、マナー委員ビブスとこのプリントをお受け取りください。
ビブスは、ご自分のチームの最終日まで着用し、お帰りの際には受付付近の返却用箱に入れてください。
【返却済みの○印をお願いします。】
④クラブの応援用横断幕は、大人の方が取り付けと取り外しをしてください。
ガム（粘着）テープなど、使用禁止
【企業コマーシャルとなるような、クラブ応援用横断幕の掲示は不可】
⑤応援席（椅子）の上を歩かせないでください。
⑥ゴミは、必ずお持ち帰りください。（使用した場所の清掃も忘れずに）
⑦競技場内は土足厳禁です。上履きをご準備ください。
⑧アリーナ(マットサイド)での一脚、三脚等を使用したビデオ、カメラ撮影は、危険防止のため禁止です。
⑨危険防止のため、アリーナ(マットサイド)での携帯椅子での応援はできません。
⑩会場内の電気コンセントからの、ビデオや携帯電話等の充電は禁止します。
⑪応援席のテーピング等での確保はできません。２階・応援席は、大会実行委員会からの指示に従って、
譲り合ってご利用ください。
⑫レスリングシューズは清潔に保ちましょう。
（レスリングシューズのまま外へ出たり、トイレに入ったりしてはいけません。）
⑬アップ場所以外でのアップはできません。（エントランス等でのアップは禁止）
⑭会場内はもちろん、階段を走ることは、大変危険です。絶対にやめましょう。
⑮２階・最前列の手すりの下に物を置かない。（弁当、ペットボトルなど）
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⑯２階・最前列の手すりから顔を出さない。
⑰２階・最前列の手すりから、身を乗り出してのカメラやビデオ撮影は危険です。やめましょう。
⑱階段、エントランス等で遊ばない。
おにごっこやかくれんぼはやらない。
⑲大会への来場、帰省時における公共物の扱いを適切に行いましょう。
⑳トイレをきれいに使用する。
トイレ用スリッパがあるときは必ず使用します。使用後は、次の人が使いやすいようにきちんと並べる。
㉑ガムをかんだら、きちんと紙に包んでからお持ち帰りください。（トイレ等に捨てない。）
㉒試合が終わった選手(特に負けた選手)に対しての、監督・コーチ、そして保護者からの暴言や暴力は
子どものためになりません。絶対にやめること。
㉓喫煙は喫煙場所のみでお願いします。節煙しましょう。
㉔その他、公共道徳に反することや危険であると思われることはやめましょう。

【注意】
●各クラブのマナー委員は、クラブの保護者、子供たちへのマナーの徹底をお願いします。
●マナーを守らないクラブは、クラブ名をアナウンスで公表します。
２回続くようであれば、試合会場から退場とします。
●マナー委員が会場を巡回します。
自分のクラブが注意を受けないよう、子供たちや保護者の方々に周知徹底してください。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 決 勝 戦 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
決勝戦は学年と階級により、27日(土)・28日(日)の両日行われます。
両日とも決勝戦スタート前に国歌斉唱のセレモニーを行う予定です。
決勝戦第一試合に進出した選手は、マット上で国歌斉唱を行います事をご承知置きください。
国歌斉唱後は審判長のホイッスルと同時に一斉に決勝戦をスタートいたします。
なお、６年生には試合終了後、優勝者には優秀選手賞とチャンピオンＴシャツ、準優勝者には、
敢闘賞を贈呈いたします。
※開会式・決勝戦ともに円滑な進行が行われますように、各クラブチームの皆様におかれましては
ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
PO法人全国少年少女レスリング連盟
マナー委員会
第36回全国少年少女レスリング選手権大会
大会実行委員会

大会進行掲示
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