
お蔭様でスポーツひのまるキッズ近畿小学生
柔道大会は、今年、記念すべき10回目を迎え
ることが出来ました。心より感謝申し上げます。
今年も「親子の絆」「柔道の本質」をテーマに
丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育
館）にて2月24日（日）に開催いたします。
たくさんの道場から奮ってご参加いただきま
すようお願い申し上げます。

大阪府柔道連盟
会長代行

大北 良太郎

2020年
2月23日
開催！開催！開催！近畿小学生柔道大会
第10回

東日本大震災復興支援

日時：2020年2月23日㈰
●参加費　3,000円／一人
エントリー期間 ▶11月18日（月）～2020年1月14日（火）まで会場：丸善インテックアリーナ大阪

おかげさまで10周年！

(大阪市中央体育館　大阪市港区田中3-1-40）

主催：大阪府柔道連盟、
　　　一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会
主管：株式会社ハラプレックス

年々充実
ますます
 楽しい！
スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会では、
親子の絆をテーマに「頑張っている子供とそれを見守る親」という場を提供し、
親子の絆をこれまで以上に深めてもらいます。
また、柔道を志す子供たちにとっては、柔道の基本を再認識し、
更なる飛躍に繋がるような大会を目指しています。
学年ごとの無差別大会!

指導者はもちろん、
全ての選手の保護者にもＩＤパスを発行します。
また、試合場に保護者と指導者用の席を設け、
子供の試合に立ち会っていただきます。
選手同士が試合の始めと終わりに礼をする時は、
保護者、指導者も相手の指導者、保護者に
一緒に礼をしていただきます。

柔道にまるごと浸る大会！当大会は試合だけではありません。
世界チャンピオンや全国的な有名指導者、
トレーニング指導の専門家などを招いて柔道のセミナーを行います。
また、日頃の稽古の成果を披露して、指導をしてもらう受身、
打ち込みコンテストや前日大練習会を企画しています。
そして、現在全国縦断で「えびレース」「しぼりレース」を展開中！
近畿チャンピオンは誰だ？

親子で一緒に戦う大会!!

柔道セミナー・アトラクション開催！柔道セミナー・アトラクション開催！

親子で一緒に戦う大会!!

今年も体重別＆男女別実施！

トーナメント決定後、ホームページで発表します！
また、様々な情報をfacebookにて毎日アップします！

http://www.hinomaru-kids.jp/
http://www.facebook.com/hinomarukids

大会ホームページ＆Facebookにて
情報満載！
大会ホームページ＆Facebookにて
情報満載！

アンケートに答えてくれた参加親子を対象に空くじなしの
大抽選会を実施します。豪華賞品が当たるチャンス！

空クジなし！　豪華賞品が当たる大抽選会開催！空クジなし！　豪華賞品が当たる大抽選会開催！

多彩な出展ブースや
パフォーマーが大会を
盛り上げます！

多彩な出展ブースや
パフォーマーが大会を
盛り上げます！

今年も階級制で行います。
近畿チャンピオンを目指して、
日頃の鍛錬の成果を存分に発揮してください。

学年・階級ごとの大会!
近畿大会王者を決定!
学年・階級ごとの大会!
近畿大会王者を決定!

スポーツひのまるキッズ
近畿小学生柔道大会

全国どこからでも
参加できる
オープン大会！！

試合に負けても一日中
柔道を楽しめる！

大会のテーマは不変！
「親子の絆」と
「柔道の本質」

皆さんのご参加を心より
お待ちしております。

チャレンジマッチの部は柔道を始めて１年未満の１～3年生で
試合をするにはまだ不安だなあという子のために！
保護者の部は子供とともに練習を頑張っている
お父さん、お母さんのために！
詳細はこちらでチェック！
（http://hinomaru-kids.jp/kinki10/）

チャレンジマッチの部＆保護者の部も開催！チャレンジマッチの部＆保護者の部も開催！

参加者募集
！

大会に関するお問い合わせ先 エントリー方法に関するお問い合わせについては最終ページをご覧ください

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-38 いちご九段ビル 7階
一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会　TEL 03-6261-0503（平日 9:30～17:30）　  FAX 03-6261-3154 

特別講師として世界で
活躍した

有名選手や有名指導者
が来場！！

低学年は体重別、
高学年は
性別・体重別で開催！



詳しい操作方法はこちらをご確認ください。

道場代表者の方はこのパンフを保護者の方にお渡しください。
保護者の方は、以下のＵＲＬにアクセスし、
操作マニュアルをご一読の上、大会エントリーを行ってください。

①締切の約１週間後に道場代表者へ出場選手確認のお願いを送付
　※各道場代表者へ出場選手リストを送付するので、それぞれの選手に確認後、事務局へ返信してください。
　（このタイミングで出場選手への体重の変更や参加種目の変更は最終となります）
②大会前２週間ほどでＩＤシール、大会用ゼッケン等を各保護者と道場代表者へ送付
　※2月13日（木）までにＩＤシール等が届かない場合は事務局へ連絡してください。

●スポーツひのまるキッズ・エントリーＵＲＬ
エントリー 操作マニュアル

http://hinomaru-kids.jp/newentry/entrymanu.pdf

☎03-6261-0503 （お電話での問い合わせは平日の9：30～17：30までとさせていただきます。）

TEL 03-6261-0503 （平日9：30～17：30）

mail：event@hinomaru-kids.jp

●選手が定員（900名）に達ししだい、
　申込みを締め切ります。

エントリー手続き
締切日（先着順）　　

※申込み開始日11月18日（月）

2020年1月14日（火）

スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会

大会エントリー方法とその後の流れ
大 会 名
目 的
開 催 日 時
会 場
主 催
主 管
後 援
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参 加 料
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参 加 申 込

応 急 手 当
代 表 者 会 議
参 加 上 の 注 意

 

そ の 他
  

第10回スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会  
少年柔道の発展と大会を通じての相互の交流、親睦をはかるとともに、親子の絆をこれまで以上に深めることを目的とする。
2020年2月23日（日）午前8時30分開館　午前9時45分開会式（予定）　（前日練習会　2月22日（土）午後2時開始　午後4時30分終了（予定））
丸善インテックアリーナ大阪　（大阪市港区田中3-1-40）
大阪府柔道連盟、一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会
株式会社ハラプレックス
公益財団法人講道館、公益財団法人全日本柔道連盟、近畿柔道連盟、大阪府、大阪府教育委員会、公益財団法人大阪府スポーツ協会、
大阪市体育協会、朝日放送株式会社、朝日新聞社、共同通信社、ejudo、日本女子柔道倶楽部（一部昨年実績）
フジタス工業株式会社、株式会社栄住産業、大塚製薬株式会社、NEC、株式会社ミツボシ、株式会社バスクリン、株式会社オンズホールディングス、
株式会社グルマンディーズ、株式会社東邦、セイコーホールディングス株式会社、ミズノ株式会社、BODYMAKER株式会社、
株式会社ステーブルマン・バーチャワークス、スポーツクラブNAS株式会社、株式会社セレスポ、株式会社ヨコブリシ、伊藤超短波株式会社、
有限会社博多屋、株式会社田窪工業所、株式会社ハッピースマイル、株式会社ジャパンスポーツコミッション、チットプラス、株式会社GENKIDO、
エスアイエスビジョン株式会社、アスリートサポートトレーナーズHINOMARU、株式会社Takeichi、株式会社アール・エス・ティー（以上、年間協賛）、
ミキハウス、タイシコーポレーション株式会社（昨年実績含む）
（１）全日本柔道連盟に2019年度登録申請済みの小学１年生から６年生までの男女（最大900名）
（２）各所属団体にてスポーツ安全保険等に加入している者（大会期間中も保険有効期間が有効であることを必ず確認すること）
＊参加者は保険証、もしくはコピーを必ず持参すること
（３）大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット・広告物への掲載を了承すること
※チャレンジマッチ参加者は柔道を始めて1年未満の1年生から3年生であること。
また、必ず道場指導者に相談し、試合に出場できる最低限の技術（特に受身）を習得していることを確認すること。（最大30名）
学年別体重別（4，5，6年生は男女別）の個人戦とし、トーナメントで行う。ただし、参加人数が8人を満たない場合は、リーグ戦で実施する。
各学年の階級、性別分けについては下記の通り。
○階級について
（１）1年生～ 3年生は男女混合の2階級（軽量級・無差別）
振分方法は申込時の体重をもとに、約１/２のクラスに振り分ける。
＊希望者は体重に関わらず、無差別への参加を可能とする。
エントリーから成長分の体重増加を見込み、余裕をもってエントリーすること。
（２）4年生～ 6年生の体重区分は次による。
　　◎4年生女子　軽量級-３５ｋｇ、無差別　　◎4年生男子　軽量級-４０ｋｇ、無差別
　　◎5年生女子　軽量級-４０ｋｇ、無差別　　◎5年生男子　軽量級-４５ｋｇ、無差別
　　◎6年生女子　軽量級-４５ｋｇ、無差別　　◎6年生男子　軽量級-５０ｋｇ、無差別
　　＊軽量級に値する選手の無差別へのエントリーは可能とする。
　　＊軽量級申込者の減量は禁止とする。エントリーから成長分の体重増加を見込み、余裕をもってエントリーすること
（３）チャレンジマッチ参加者は事務局が決定した対戦相手（２名）と試合を行う。
○計量について 
（１）全学年の軽量級の選手は、大会当日朝に会場内のイベント会場で計量を実施します。
時間　8:20 ～ 9:15
規定体重オーバーの際は、当人の第一試合を行うことは出来るが失格扱いとなり、勝敗に関わらず相手選手が次の試合には進むこととする。男子は柔
道衣の上衣は脱ぐ。女子はTシャツとし、柔道衣の下穿きは男女共着用したままとする。（柔道衣下ばき分500gまでのオーバーは認める）
1年生から3年生までの選手は、申込時の申請体重より＋3kgまでは、認めることとする。
※チャレンジマッチ参加者の計量は行わない。
＊無差別の選手とチャレンジマッチの選手は計量を行わない
（１）国際柔道試合審判規定・国内における「少年大会特別規定」、審判監督会議による当大会申し合わせ事項を適用する。
（２）試合時間は 2分間とし、トーナメント方式で行う。
（３）勝敗の決定基準は「一本」「技あり」「僅差」「判定」とする（ＧＳは行わない）。
「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技あり）がない、又は同等の場合、「指導」差が2以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優勢勝ち
とする。1差であれば旗判定で勝敗を決定する。
（「指導」数によって勝敗が決する例＝0対 2）（「指導」数に差が出ても判定になる例＝0 対 1、1 対 2）
（４）今大会の特別ルールとして、危険な技とみなした場合や技の掛けつぶれについては、指導を与える。
2020年2月4日（火）予定予定（ホームページ上で発表　ＵＲＬ　http://www.hinomaru-kids.jp/）
＊チャレンジマッチ参加者は事務局で対戦相手を決定。１人２試合行う。
3,000円／１名（税込）
各学年の優勝・準優勝・第３位（２名）並びにその保護者を表彰する。　＊チャレンジマッチは全出場選手に賞状を渡して表彰する。
2019年11月18日（月）～ 2019年1月14日（火）
指導者の了解のもと、所定のインターネット登録にて、各選手の保護者が行うものとする。
先着順とし、参加限度数を超えた時点で受付終了とする。なお、申込手順は右頁記載の操作マニュアルを参照のこと。
大会エントリーＵＲＬ　https://m1.members-support.jp/JSC/
　問い合わせ先　大会のお申込方法につきましては、しゅくみねっと株式会社へ
　フリーダイヤル 0120-493-269または、03-6416-3391（平日10:00 ～ 17:30）
大会の内容など、申込方法以外は、
　（一社）スポーツひのまるキッズ協会へ　TEL 03-6261-0503 
お支払方法 イベント参加費のお支払いは、コンビニ決済、クレジット決済、ペイジー決済からお選びいただけます。
※入金された参加費は理由のいかんを問わず返金致しません。
主催者は、試合中の怪我について応急処置を施す。
代表者（道場指導者）会議は大会当日8：45より大会議室にて行う。
（１）会場への入場は入場パスを持っている者だけに制限する。なお、入場パスの発行は以下の通りとする。
①選手、②指導者（監督・コーチ）、③保護者
選手1名に対し、指導者に1枚、保護者に1枚。ただし、指導者用入場パスは各道場最大3枚までとする。
（２）当日の開館は8時20分ですが、主催者の指示に従うこと。
（３）持ち物には必ず記名し、貴重品は各参加団体で責任をもって管理すること。 
（４）健康に不安のある人は、保護者・道場指導者とで検討し棄権すること。
（５）競技の特性上、責任ある者が付添い、引率者（指導者もしくは保護者）がいない場合は出場を認めない。
（６）皮膚真菌症(トンズランス感染症)について、発症の有無を各所属の責任において必ず確認すること。感染が疑わしい、もしくは感染が判明した選
手については、迅速に医療機関において、的確な治療を行うこと。選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、大会への出場が出来ない場合もある。
（７）脳震盪について
①大会前1カ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。
②大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とする。
（なお、至急、専門医（脳神経外科）の精査を受けること。）
③練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。
（８）選手は大会事務局から発送する大会用ゼッケンを既存ゼッケンの下部に縫い付けること。
（９）試合場への入場の際、大会用ゼッケンを選手入場パスとしてチェックするため、縫い付けていない者は出場を認めない。
①大会当日、大会と並行して参加選手、保護者を対象としたコンテストやセミナーを開催する。
②選手家族を対象に、生後６カ月から未就学児童を預かる託児所を会場内に設置する。
③ゴミは各自にて必ず持ち帰り、会場美化に努めること。
④大会全般に関する問い合わせは、大会事務局まで。　TEL 03-6261-0503 

ひのまる道場

○○○○○○

山田 既存の
ゼッケン

事務局から
発送する
大会用
ゼッケン

1.主催者は大会開催中の事故、傷病等の応急処置を行う。なお各道場にて必ず全日本柔道連盟への選手登録、申請を行い、別途、スポーツ安全保険に加入していることを確認のうえ参加すること。
2.指導者、保護者、同伴者についてもスポーツ安全保険への加入、または自己の責任において大会に参加すること。
3.大会会場への往復中の事故・地震・風水害・降雪・事件については、主催者は一切責任を負いません。交通安全には十分注意のうえ、ゆとりを持って行動すること。また諸事情により大会が中止となっ
　た際の準備、移動などに関わる費用については、主催者は責任を負いません。
4.主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱う。
　①主催者もしくは委託先から申し込み内容に関する確認連絡をすることがある。
　②大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、その後のイベント案内に利用することがある。
5.申込者は大会開催中の映像・写真・記事・記録・参加選手の氏名、年齢、住所（都道府県名、市町村名、所属団体名）等が大会パンフレット、大会記録集、新聞、雑誌等の印刷物及び、テレビ、インター
　ネットへ使用されることを事前に承知すること、また掲載権と肖像権は主催者に属する。
6.申込み受付後の参加費は返金致しません。過剰入金、重複入金の場合の超過分も返金致しません。また、自然災害等で大会がやむなく中止になった場合も同様に返金は致しません。
7.申込み手続きに関する手数料は各自でご負担ください。
8.主催者は上記の申込規約の他、各大会規則に沿って開催する。

免責事項

エントリー方法

エントリー完了後の流れ

0120-493-269
または、03-6416-3391
mail：jsc-info@shukuminet.com

大会のお申込方法につきましては、
しゅくみねっと株式会社へ （平日10：00～17：30）

今年はさらにグレードアップ！

出場選手が15名を超えた道場にはビッグなプレゼントを企画中！

今年は参加全道場の中から抽選で 5道場に素敵なグッズをプレゼントします！
まだ参加したことにない道場の皆さんもぜひこの機会にご参加ください！

大会の内容など、申込方法以外は、一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会へ

http://www.hinomaru-kids.jp/kinki10/

参加者倍増キャンペーン

大会要項



詳しい操作方法はこちらをご確認ください。

道場代表者の方はこのパンフを保護者の方にお渡しください。
保護者の方は、以下のＵＲＬにアクセスし、
操作マニュアルをご一読の上、大会エントリーを行ってください。

①締切の約１週間後に道場代表者へ出場選手確認のお願いを送付
　※各道場代表者へ出場選手リストを送付するので、それぞれの選手に確認後、事務局へ返信してください。
　（このタイミングで出場選手への体重の変更や参加種目の変更は最終となります）
②大会前２週間ほどでＩＤシール、大会用ゼッケン等を各保護者と道場代表者へ送付
　※2月13日（木）までにＩＤシール等が届かない場合は事務局へ連絡してください。

●スポーツひのまるキッズ・エントリーＵＲＬ
エントリー 操作マニュアル

http://hinomaru-kids.jp/newentry/entrymanu.pdf

☎03-6261-0503 （お電話での問い合わせは平日の9：30～17：30までとさせていただきます。）

TEL 03-6261-0503 （平日9：30～17：30）

mail：event@hinomaru-kids.jp

●選手が定員（900名）に達ししだい、
　申込みを締め切ります。

エントリー手続き
締切日（先着順）　　

※申込み開始日11月18日（月）

2020年1月14日（火）

スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会

大会エントリー方法とその後の流れ
大 会 名
目 的
開 催 日 時
会 場
主 催
主 管
後 援

協 賛

参 加 資 格

  

試 合 方 法

審 判 規 定

組 み 合 わ せ

参 加 料
表 彰
参 加 申 込

応 急 手 当
代 表 者 会 議
参 加 上 の 注 意

 

そ の 他
  

第10回スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会  
少年柔道の発展と大会を通じての相互の交流、親睦をはかるとともに、親子の絆をこれまで以上に深めることを目的とする。
2020年2月23日（日）午前8時30分開館　午前9時45分開会式（予定）　（前日練習会　2月22日（土）午後2時開始　午後4時30分終了（予定））
丸善インテックアリーナ大阪　（大阪市港区田中3-1-40）
大阪府柔道連盟、一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会
株式会社ハラプレックス
公益財団法人講道館、公益財団法人全日本柔道連盟、近畿柔道連盟、大阪府、大阪府教育委員会、公益財団法人大阪府スポーツ協会、
大阪市体育協会、朝日放送株式会社、朝日新聞社、共同通信社、ejudo、日本女子柔道倶楽部（一部昨年実績）
フジタス工業株式会社、株式会社栄住産業、大塚製薬株式会社、NEC、株式会社ミツボシ、株式会社バスクリン、株式会社オンズホールディングス、
株式会社グルマンディーズ、株式会社東邦、セイコーホールディングス株式会社、ミズノ株式会社、BODYMAKER株式会社、
株式会社ステーブルマン・バーチャワークス、スポーツクラブNAS株式会社、株式会社セレスポ、株式会社ヨコブリシ、伊藤超短波株式会社、
有限会社博多屋、株式会社田窪工業所、株式会社ハッピースマイル、株式会社ジャパンスポーツコミッション、チットプラス、株式会社GENKIDO、
エスアイエスビジョン株式会社、アスリートサポートトレーナーズHINOMARU、株式会社Takeichi、株式会社アール・エス・ティー（以上、年間協賛）、
ミキハウス、タイシコーポレーション株式会社（昨年実績含む）
（１）全日本柔道連盟に2019年度登録申請済みの小学１年生から６年生までの男女（最大900名）
（２）各所属団体にてスポーツ安全保険等に加入している者（大会期間中も保険有効期間が有効であることを必ず確認すること）
＊参加者は保険証、もしくはコピーを必ず持参すること
（３）大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット・広告物への掲載を了承すること
※チャレンジマッチ参加者は柔道を始めて1年未満の1年生から3年生であること。
また、必ず道場指導者に相談し、試合に出場できる最低限の技術（特に受身）を習得していることを確認すること。（最大30名）
学年別体重別（4，5，6年生は男女別）の個人戦とし、トーナメントで行う。ただし、参加人数が8人を満たない場合は、リーグ戦で実施する。
各学年の階級、性別分けについては下記の通り。
○階級について
（１）1年生～ 3年生は男女混合の2階級（軽量級・無差別）
振分方法は申込時の体重をもとに、約１/２のクラスに振り分ける。
＊希望者は体重に関わらず、無差別への参加を可能とする。
エントリーから成長分の体重増加を見込み、余裕をもってエントリーすること。
（２）4年生～ 6年生の体重区分は次による。
　　◎4年生女子　軽量級-３５ｋｇ、無差別　　◎4年生男子　軽量級-４０ｋｇ、無差別
　　◎5年生女子　軽量級-４０ｋｇ、無差別　　◎5年生男子　軽量級-４５ｋｇ、無差別
　　◎6年生女子　軽量級-４５ｋｇ、無差別　　◎6年生男子　軽量級-５０ｋｇ、無差別
　　＊軽量級に値する選手の無差別へのエントリーは可能とする。
　　＊軽量級申込者の減量は禁止とする。エントリーから成長分の体重増加を見込み、余裕をもってエントリーすること
（３）チャレンジマッチ参加者は事務局が決定した対戦相手（２名）と試合を行う。
○計量について 
（１）全学年の軽量級の選手は、大会当日朝に会場内のイベント会場で計量を実施します。
時間　8:20 ～ 9:15
規定体重オーバーの際は、当人の第一試合を行うことは出来るが失格扱いとなり、勝敗に関わらず相手選手が次の試合には進むこととする。男子は柔
道衣の上衣は脱ぐ。女子はTシャツとし、柔道衣の下穿きは男女共着用したままとする。（柔道衣下ばき分500gまでのオーバーは認める）
1年生から3年生までの選手は、申込時の申請体重より＋3kgまでは、認めることとする。
※チャレンジマッチ参加者の計量は行わない。
＊無差別の選手とチャレンジマッチの選手は計量を行わない
（１）国際柔道試合審判規定・国内における「少年大会特別規定」、審判監督会議による当大会申し合わせ事項を適用する。
（２）試合時間は 2分間とし、トーナメント方式で行う。
（３）勝敗の決定基準は「一本」「技あり」「僅差」「判定」とする（ＧＳは行わない）。
「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技あり）がない、又は同等の場合、「指導」差が2以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優勢勝ち
とする。1差であれば旗判定で勝敗を決定する。
（「指導」数によって勝敗が決する例＝0対 2）（「指導」数に差が出ても判定になる例＝0 対 1、1 対 2）
（４）今大会の特別ルールとして、危険な技とみなした場合や技の掛けつぶれについては、指導を与える。
2020年2月4日（火）予定予定（ホームページ上で発表　ＵＲＬ　http://www.hinomaru-kids.jp/）
＊チャレンジマッチ参加者は事務局で対戦相手を決定。１人２試合行う。
3,000円／１名（税込）
各学年の優勝・準優勝・第３位（２名）並びにその保護者を表彰する。　＊チャレンジマッチは全出場選手に賞状を渡して表彰する。
2019年11月18日（月）～ 2019年1月14日（火）
指導者の了解のもと、所定のインターネット登録にて、各選手の保護者が行うものとする。
先着順とし、参加限度数を超えた時点で受付終了とする。なお、申込手順は右頁記載の操作マニュアルを参照のこと。
大会エントリーＵＲＬ　https://m1.members-support.jp/JSC/
　問い合わせ先　大会のお申込方法につきましては、しゅくみねっと株式会社へ
　フリーダイヤル 0120-493-269または、03-6416-3391（平日10:00 ～ 17:30）
大会の内容など、申込方法以外は、
　（一社）スポーツひのまるキッズ協会へ　TEL 03-6261-0503 
お支払方法 イベント参加費のお支払いは、コンビニ決済、クレジット決済、ペイジー決済からお選びいただけます。
※入金された参加費は理由のいかんを問わず返金致しません。
主催者は、試合中の怪我について応急処置を施す。
代表者（道場指導者）会議は大会当日8：45より大会議室にて行う。
（１）会場への入場は入場パスを持っている者だけに制限する。なお、入場パスの発行は以下の通りとする。
①選手、②指導者（監督・コーチ）、③保護者
選手1名に対し、指導者に1枚、保護者に1枚。ただし、指導者用入場パスは各道場最大3枚までとする。
（２）当日の開館は8時20分ですが、主催者の指示に従うこと。
（３）持ち物には必ず記名し、貴重品は各参加団体で責任をもって管理すること。 
（４）健康に不安のある人は、保護者・道場指導者とで検討し棄権すること。
（５）競技の特性上、責任ある者が付添い、引率者（指導者もしくは保護者）がいない場合は出場を認めない。
（６）皮膚真菌症(トンズランス感染症)について、発症の有無を各所属の責任において必ず確認すること。感染が疑わしい、もしくは感染が判明した選
手については、迅速に医療機関において、的確な治療を行うこと。選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、大会への出場が出来ない場合もある。
（７）脳震盪について
①大会前1カ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。
②大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とする。
（なお、至急、専門医（脳神経外科）の精査を受けること。）
③練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。
（８）選手は大会事務局から発送する大会用ゼッケンを既存ゼッケンの下部に縫い付けること。
（９）試合場への入場の際、大会用ゼッケンを選手入場パスとしてチェックするため、縫い付けていない者は出場を認めない。
①大会当日、大会と並行して参加選手、保護者を対象としたコンテストやセミナーを開催する。
②選手家族を対象に、生後６カ月から未就学児童を預かる託児所を会場内に設置する。
③ゴミは各自にて必ず持ち帰り、会場美化に努めること。
④大会全般に関する問い合わせは、大会事務局まで。　TEL 03-6261-0503 

ひのまる道場

○○○○○○

山田 既存の
ゼッケン

事務局から
発送する
大会用
ゼッケン

1.主催者は大会開催中の事故、傷病等の応急処置を行う。なお各道場にて必ず全日本柔道連盟への選手登録、申請を行い、別途、スポーツ安全保険に加入していることを確認のうえ参加すること。
2.指導者、保護者、同伴者についてもスポーツ安全保険への加入、または自己の責任において大会に参加すること。
3.大会会場への往復中の事故・地震・風水害・降雪・事件については、主催者は一切責任を負いません。交通安全には十分注意のうえ、ゆとりを持って行動すること。また諸事情により大会が中止となっ
　た際の準備、移動などに関わる費用については、主催者は責任を負いません。
4.主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱う。
　①主催者もしくは委託先から申し込み内容に関する確認連絡をすることがある。
　②大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、その後のイベント案内に利用することがある。
5.申込者は大会開催中の映像・写真・記事・記録・参加選手の氏名、年齢、住所（都道府県名、市町村名、所属団体名）等が大会パンフレット、大会記録集、新聞、雑誌等の印刷物及び、テレビ、インター
　ネットへ使用されることを事前に承知すること、また掲載権と肖像権は主催者に属する。
6.申込み受付後の参加費は返金致しません。過剰入金、重複入金の場合の超過分も返金致しません。また、自然災害等で大会がやむなく中止になった場合も同様に返金は致しません。
7.申込み手続きに関する手数料は各自でご負担ください。
8.主催者は上記の申込規約の他、各大会規則に沿って開催する。

免責事項

エントリー方法

エントリー完了後の流れ

0120-493-269
または、03-6416-3391
mail：jsc-info@shukuminet.com

大会のお申込方法につきましては、
しゅくみねっと株式会社へ （平日10：00～17：30）

今年はさらにグレードアップ！

出場選手が15名を超えた道場にはビッグなプレゼントを企画中！

今年は参加全道場の中から抽選で 5道場に素敵なグッズをプレゼントします！
まだ参加したことにない道場の皆さんもぜひこの機会にご参加ください！

大会の内容など、申込方法以外は、一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会へ

http://www.hinomaru-kids.jp/kinki10/

参加者倍増キャンペーン

大会要項



お蔭様でスポーツひのまるキッズ近畿小学生
柔道大会は、今年、記念すべき10回目を迎え
ることが出来ました。心より感謝申し上げます。
今年も「親子の絆」「柔道の本質」をテーマに
丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育
館）にて2月24日（日）に開催いたします。
たくさんの道場から奮ってご参加いただきま
すようお願い申し上げます。

大阪府柔道連盟
会長代行

大北 良太郎

2020年
2月23日
開催！開催！開催！近畿小学生柔道大会
第10回

東日本大震災復興支援

日時：2020年2月23日㈰
●参加費　3,000円／一人
エントリー期間 ▶11月18日（月）～2020年1月14日（火）まで会場：丸善インテックアリーナ大阪

おかげさまで10周年！

(大阪市中央体育館　大阪市港区田中3-1-40）

主催：大阪府柔道連盟、
　　　一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会
主管：株式会社ハラプレックス

年々充実
ますます
 楽しい！
スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会では、
親子の絆をテーマに「頑張っている子供とそれを見守る親」という場を提供し、
親子の絆をこれまで以上に深めてもらいます。
また、柔道を志す子供たちにとっては、柔道の基本を再認識し、
更なる飛躍に繋がるような大会を目指しています。
学年ごとの無差別大会!

指導者はもちろん、
全ての選手の保護者にもＩＤパスを発行します。
また、試合場に保護者と指導者用の席を設け、
子供の試合に立ち会っていただきます。
選手同士が試合の始めと終わりに礼をする時は、
保護者、指導者も相手の指導者、保護者に
一緒に礼をしていただきます。

柔道にまるごと浸る大会！当大会は試合だけではありません。
世界チャンピオンや全国的な有名指導者、
トレーニング指導の専門家などを招いて柔道のセミナーを行います。
また、日頃の稽古の成果を披露して、指導をしてもらう受身、
打ち込みコンテストや前日大練習会を企画しています。
そして、現在全国縦断で「えびレース」「しぼりレース」を展開中！
近畿チャンピオンは誰だ？

親子で一緒に戦う大会!!

柔道セミナー・アトラクション開催！柔道セミナー・アトラクション開催！

親子で一緒に戦う大会!!

今年も体重別＆男女別実施！

トーナメント決定後、ホームページで発表します！
また、様々な情報をfacebookにて毎日アップします！

http://www.hinomaru-kids.jp/
http://www.facebook.com/hinomarukids

大会ホームページ＆Facebookにて
情報満載！
大会ホームページ＆Facebookにて
情報満載！

アンケートに答えてくれた参加親子を対象に空くじなしの
大抽選会を実施します。豪華賞品が当たるチャンス！

空クジなし！　豪華賞品が当たる大抽選会開催！空クジなし！　豪華賞品が当たる大抽選会開催！

多彩な出展ブースや
パフォーマーが大会を
盛り上げます！

多彩な出展ブースや
パフォーマーが大会を
盛り上げます！

今年も階級制で行います。
近畿チャンピオンを目指して、
日頃の鍛錬の成果を存分に発揮してください。

学年・階級ごとの大会!
近畿大会王者を決定!
学年・階級ごとの大会!
近畿大会王者を決定!

スポーツひのまるキッズ
近畿小学生柔道大会

全国どこからでも
参加できる
オープン大会！！

試合に負けても一日中
柔道を楽しめる！

大会のテーマは不変！
「親子の絆」と
「柔道の本質」

皆さんのご参加を心より
お待ちしております。

チャレンジマッチの部は柔道を始めて１年未満の１～3年生で
試合をするにはまだ不安だなあという子のために！
保護者の部は子供とともに練習を頑張っている
お父さん、お母さんのために！
詳細はこちらでチェック！
（http://hinomaru-kids.jp/kinki10/）

チャレンジマッチの部＆保護者の部も開催！チャレンジマッチの部＆保護者の部も開催！

参加者募集
！

大会に関するお問い合わせ先 エントリー方法に関するお問い合わせについては最終ページをご覧ください

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-38 いちご九段ビル 7階
一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会　TEL 03-6261-0503（平日 9:30～17:30）　  FAX 03-6261-3154 

特別講師として世界で
活躍した

有名選手や有名指導者
が来場！！

低学年は体重別、
高学年は
性別・体重別で開催！


