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第７５回愛知県中学校総合体育大会柔道競技
審判監督会議

１．柔道部長あいさつ　　市井　晃治　部長（名古屋市立長良中学校長）_____________________
２．ﾏｯﾄﾄﾞｸﾀｰの紹介　　　今年度なし
３．救護員の紹介　  愛知県柔整復師会　　山田　英幸　先生（7/26）、中村　太　先生（7/26） 　　　　　　
池村　三行　先生（7/27）、黒氏　憲　先生（7/27）
４．受付場所、計量会場・計量時間、試合会場、待機場所等について
（１）受付場所・受付時間
　　ア　エントランスコート、８時３０分～
　　イ　「健康記録表の提出」「検温」「手指消毒」「マスク・IDカード入れ袋受領」
（２）計量会場・計量時間
　　　ア　男子個人戦
　　　　・５０㎏級、５５㎏級、６０㎏級、６６㎏級：第３競技場（柔道場・２階）９時～９時２０分
・７３㎏級、８１㎏級、９０㎏級、９０㎏超級：第３競技場（柔道場・２階）９時２５分～９時４５分　
　　　イ　女子個人戦
・４０㎏級、４４㎏級、４８㎏級、５２㎏級：第５競技場（剣道場・３階）９時～９時２０分
・５７㎏級、６３㎏級、７０㎏級、７０㎏超級：第５競技場（剣道場・３階）９時２５分～９時４５分
ウ　男子団体戦
　　　　・チーム番号１～１６：第３競技場（柔道場・２階）９時～９時２０分
・チーム番号１７～３２：第３競技場（柔道場・２階）９時２５分～９時４５分　
　　　エ　女子団体戦
・チーム番号１～１６：第５競技場（剣道場・３階）９時～９時２０分
・チーム番号１７～３２：第５競技場（剣道場・３階）９時２５分～９時４５分
（３）ウォ－ミングアップ
ア　男子個人戦
　　　　・７３㎏級、８１㎏級、９０㎏級、９０㎏超級：第３競技場（柔道場・２階）９時５０分～１０時１５分
・５０㎏級、５５㎏級、６０㎏級、６６㎏級：第３競技場（柔道場・２階）１０時２０分～１０時４５分
　　　イ　女子個人戦
・５７㎏級、６３㎏級、７０㎏級、７０㎏超級：第５競技場（剣道場・３階）９時５０分～１０時１５分
・４０㎏級、４４㎏級、４８㎏級、５２㎏級：第５競技場（剣道場・３階）１０時２０分～１０時４５分
ウ　男子団体戦
　　　　・チーム番号１７～３２：第３競技場（柔道場・２階）９時５０分～１０時１５分
・チーム番号１～１６：第３競技場（柔道場・２階）１０時２０分～１０時４５分
　　　エ　女子団体戦
・チーム番号１７～３２：第５競技場（剣道場・３階）９時５０分～１０時１５分
・チーム番号１～１６：第５競技場（剣道場・３階）１０時２０分～１０時４５分
（４）試合会場
　　ア　男子個人戦・男子団体戦：第３競技場（柔道場・２階）
イ　女子個人戦・女子団体戦：第５競技場（剣道場・３階）
（５）待機場所、負けチーム・負け選手待ち合わせ場所
ア　男子個人戦選手、男子団体戦チーム：第２競技場（なぎなた場・１階）、第４競技場（近的弓道場・２階）
　　イ　女子個人戦選手、女子団体戦チーム：第２競技場（なぎなた場・１階）、第６競技場（遠的弓道場・３階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１・２会議室（１階）
５．審判（監督）打ち合わせ　　　梅原　康史　審判長
（１）審判規定は、国際柔道連盟試合審判規定(２０１８～２０２０年６月１１日年施行の新ルール)及び国内における
「少年大会特別規定」で行う。【資料①】
ア　試合時間は３分間とする。ゴールデンスコアは、時間無制限とする。
イ　「一本」「技有」「僅差（団体戦及び個人戦決勝戦：指導差２、個人戦１回戦～準決勝戦：指導差１）」の内容によって勝者を決定する。
ウ　「技有合わせて１本」を適用する。
エ　団体試合の個々の試合の勝敗の判定基準は、技の評価は「技有」以上とするが、技の評価が同等の場合、「指導」差が２以上開いたとき、少ない選手を「僅差」の優勢勝ちとする。「指導」差が１以下の場合は、「引き分け」とする。
オ　団体試合の代表戦は、任意の選手とし、勝敗の判定基準は団体戦と同様とするが、規定の試合時間が終了した時点で「指導」差が２ない場合は、ゴールデンスコアにより勝敗を決する。勝敗の決定方法は個人戦と同様とする。
カ　個人試合の準決勝戦までは、技の評価は「技有」以上とするが、技の評価が同等の場合で、「指導」差が１以上開いたとき、少ない選手を「僅差」の優勢勝ちとする。指導差も無い場合は旗判定によって勝敗を決する。
決勝戦は、技の評価は「技有」以上とするが、技の評価が同等の場合、「指導」差が２以上開いたとき、少ない選手を「僅差」の優勢勝ちとする。規定の試合時間が終了した時点で、試合両者にスコアがない場合、もしくはスコアが同等である場合、「指導」差が２ない場合、その試合はゴールデンスコアに突入する。
 　　　キ　ゴールデンスコアについては、規定の試合時間が終了した時点で、試合両者にスコアがない場合、もしくはスコアが同等である場合、「指導」差が２ない場合、その試合はゴールデンスコアに突入する。ゴールデンスコアに入る前の規定試合時間内に与えられたスコア、ならびに罰則は、引き続きスコアボードに反映される。スコアが与えられた時点で、ゴールデンスコアは直ちに終了する。ゴールデンスコア中に「指導」が与えられた場合、与えられた選手が相手よりも多くの「指導」を受けたことになる場合、その試合は終了する。
ク　抑え込みのスコアは、「技有：１０秒以上２０秒未満」「一本：２０秒」とする。
（２）次の場合は、ゴールデンスコア方式により、勝敗を決める。	
同時「一本」、累積による両者「反則負け」
（３）柔道衣コントロール
ア　平成２６年７月２５日付け「全日本柔道連盟主催大会におけるＩＪＦ基準柔道衣の適用について」に基づいた規格の柔道衣及び帯の着用を義務付ける。審判員は、柔道衣コントロール時に、柔道衣（上衣・下穿き）及び帯に、公認マーク又は全柔連認証番号が付いているかを確認する。規定にあわない場合は、失格とする。
イ　個人戦（７／２６）、自分が試合する試合会場にて、当該試合審判団により実施する。
ウ　団体戦（７／２７）、各校の第一試合において、当該試合審判団により実施する。
エ　団体戦・個人戦ともに，各試合場で，審判割に従い，準決勝戦及び３位決定戦（男子のみ）まで行います。決勝戦の審判団は，放送にて連絡します。
オ　女子は上衣の下に、白色又は白に近い色の半袖で無地のＴシャツかレオタードを着用する。Ｔシャツのマーキングについては、（公財）全日本柔道連盟が定める規定（平成２５年４月１日より施行）に準ずる。計量の時に確認する。
　  カ  女子の黒帯で、白線入りは認めない。
（４）その他申し合わせ
ア　各試合審判団で３人の審判員と１人の審判委員を決めて進めます。
イ　医師の役割は、救護係の整復師が行う。
ウ　各試合場、審判割に従い、準決勝戦及び３位決定戦（男子のみ）まで行う。
エ　審判割で●印は、審判委員の役割をします。審判委員は必要な時、試合を中断して審判員に確認をし、審判員から意見を求められた場合助言をする。
オ　同所属の試合は審判団から外れる。
カ　団体戦・個人戦ともに決勝戦の審判団は、放送にて連絡します。
キ　団体戦において、審判ローテーションを行う。〔男子２・２・１、女子１・１・１〕
ク　直接または、累積の｢反則負け」及び、延長戦での勝敗が決まる「指導」では、原則、合議する。
ケ　技の判定が２段階以上の差がある場合（「一本」と「ノースコア」）は、原則、合議する。
コ　審判員は、試合の始めと終わりの開始線での「礼」を厳しくコントロールする。
サ　監督・コーチの服装は、審判員に準ずるものを原則とする。
　　　シ　試合が連続する場合は３分間の休憩時間を設ける。
ス　審判に対して、監督・コーチからの抗議は認めない。
セ　「試合場におけるコーチの振る舞いについて｣を適用する。【資料➁】
ソ　「脳震盪対応について」を適用する。【資料③】
６． 新ル－ルの国際柔道連盟審判規定(２０１８～２０２０年６月１１日年施行の新ルール)への移行、及び国内における「少年大会特別規定」において、特に次の点に留意する。
（１）　以下の場合については、「反則負け」の罰則が与えられる。
ア　柔道精神に反する行為をした場合には、直ちに「反則負け」が与えられる。
イ　攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めた場合には、「反則負け」が与えられる。
ウ　「逆背負投」（通称）の様な技を施した場合には、「反則負け」が与えられる。
エ　両袖を持って技を施した場合には、「反則負け」が与えられる。【資料④】
　　オ　故意に相手の足を踏みつけて技を仕掛ける及び故意に相手の頭髪を掴んで技を仕掛ける行為をした場合には、「反
　　　　則負けが与えられる。【資料⑤】→新たに適用される罰則（指導）2020.2.28全柔連通知
（２）　以下の場合については、「指導」の罰則が与えられる。
ア　主審が「待て」を掛けても、乱れた柔道衣を直そうとせず、放置し乱れたまま「始め」を待っている時に、主審より柔道衣を直すよう指示された場合、これを１回目とカウントし、２回目以降はその都度「指導」が与えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【資料⑥】→柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行2019.3.26全柔連通知
イ　攻防に関係の無い行為で、相手の柔道衣を乱す行為をした場合には、「指導」が与えられる。
【資料⑤】→新たに適用される罰則（指導）2020.2.28全柔連通知　
（３）　確認事項
ア　肩三角グリップ　
※早い段階でとめる。相手の脊椎を痛めようと故意に攻撃した印象を審判員が持った場合のみ、「反則負け」を与える。
　①　寝技の場合は、肩三角グリップをおこなってもよい。
　②　寝技において、脚でブロック（相手を固定）し、肩三角ブロックを施すことは、脊椎の安全のため禁止とする
→　この状態になったら、「待て」をかける。
③　立技で肩三角グリップ（を施した場合）は、「待て」をかける。
④　肩三角グリップで投げようとした場合、｢待て｣を無視して投げた場合は、｢反則負け｣となる。
イ　寝姿勢の判断について
試合両者の両膝がついている場合、片方の試合者が腹ばいの場合、片方の試合者の両肘・両膝が畳についている場合は寝姿勢であると判断する。
※一度寝姿勢になった選手を立姿勢でいる相手が力づくで持ち上げ、両膝着きの状態に立たせてそこから投げてもスコアは認めないし、この場合、寝姿勢にいる選手は相手の帯から下を防御することができる。ただし、寝姿勢にあった選手が自ら立ち上がり、相手が直ちに攻撃をして投げた場合はスコアを認める。
（４）選手の呼び出しについて→今回は１分間隔で３度呼び出して現れない場合は対戦相手の「不戦勝」
（５）試合結果について
審判員が試合場を降りた後でも，結果に誤りがあり，その原因が明らかに人為的ミス（タイムキーパーの記録違いである場合は，試合者を再度試合場にあげて勝者宣告のやり直し，もしくはＧＳからの試合再開ができることとする。
（６）その他、国際審判規定で審判をする上で特に注意する事項。
①試合終了後、勝者指示の際、一歩前に出て無言で勝者に手をあげる。
②「不戦勝ち」「棄権勝ち」は、宣言・宣告をする。
③試合者は、帯の締め直し等、服装を直す場合は立ったまま行う。
④試合者が、負傷した場合、副審は座ったまま観察する。
⑤出血の場合、必ずテーピング等で止血する。同じ部位は３回目で相手の「棄権勝ち」となる。
⑥｢指導｣は、どちらかを選んで片方に｢指導｣を与える。安易に両方に与えない。
⑦主審は、試合開始の位置に戻らなくても、また試合者同士が、開始線に戻らなくても、双方が向き合って公平な場合であれば「始め」を掛けてよい。
⑧捨て身技で自ら倒れた時や返し技で同体に倒れた時は、最終的にどちらがコントロールしているかを見極めること。スコアを与える場合、開始線を指差さなくてはならない。
⑨立ち姿勢の時、｢そのまま｣はない。寝技の場合のみ｢そのまま｣がある。
⑩直接の｢反則負け｣なった場合は、その後の一連の試合に出場出来ないのでその際は、審判長に届ける。
除く、※｢通称、ダイビング｣・「ブリッジ」
⑪両袖をもって投げを施し、「反則負け」になった場合は、その後の一連の試合に出場することはできない。
⑫いわゆる「絞め落ち」となった選手は、その後の一連の試合に出場することはできない。
（７）選手の移動について
　　　選手は移動に際して、すべての荷物を持って移動すること（貴重品の管理等の観点から）
（８）新型コロナウイルス感染症対策について
以下の規定を基に対策を行う。
	全日本柔連連盟「新型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針（Version4）」

②　令和３年度愛知県中学校総合体育大会実施上のCOVID-19感染拡大予防ガイドライン
③　愛知県中小学校体育連盟柔道部における新型コロナウイルス感染症対策
　　　◎主な対策について
①「入場者制限」【IDカードの発行】
　・補助員生徒の数を最少人数にする（２４名）
　 ・監督、コーチ、引率者に及び最小限の大会役員（審判員、大会運営役員等）のみに入場制限
・観客はなし　　・業者入場なし
②当日の朝、体調不良者を館内に入れないため、会場入口にて、「検温」「健康記録表（2週間分）の確認」「手指消毒」「マスク及びIDカード袋配布」の実施
③「飛沫感染対策」
　　　　　　・試合をする選手以外は原則マスクの着用　　　・大声での応援や指導の禁止　　
　　　　　　・大会運営からのアナウンスを可能な限りマイクを使用　　
・定期的な換気　　　・飲食場所の指定、対面での飲食禁止の徹底　　
・水分補給時の回し飲み等は不可
　　　　④「ソーシャルディスタンスの確保」
　　　　　　・観客席は１個ずつ空けて座る（最大１５５名）　　
・第２競技場（なぎなた場）、第４競技場（近的弓道場）、第６競技場（遠的弓道場）、第１．２会議室を選手控室及び待機場所にする
・開会式、閉会式、表彰式の簡略化　　
・審判監督者会議は、事前に資料配布を行い、当日は行わない（中体連HPに掲載）
・試合の終わった学校、選手は引率者の指示のもと、速やかに帰宅する（大会役員、審判員は
　直ぐに指示が出せない、引率が難しいなどの課題があるため、事前に対策を考えておくこと）
⑤「接触感染の予防」
・試合前後、選手の手指・足の裏の消毒（マット等を使用）　
・アルコールによる手指消毒の徹底をアナウンスする　　
・定期的な試合場の消毒
・タイマー、得点掲示板などは、なるべく同一人物が使用、交代する場合は消毒をする
・更衣室は使用可、入れ替え時に消毒、ロッカーは使用禁止
・荷物は各自で持って移動する
⑥「クラスターを作らないために」
　　・移動する際、密にならないよう、導線に従って移動する
・観覧席を選手控え席に指定し、むやみに試合場内に入らない
　　・導線の確保（階段の昇り降りのルートの決定や待機場所の指定など）　　
・速やかな試合の進行　　
・IDカードを使っての入場者の制限





資料①


国内における「少年大会特別規定」 

国内における少年（中学生以下）の試合は、国際柔道連盟試合審判規定に則って行われるが、安全面を考慮し、次の条項を加え、あるいは置き換えたものによって行なうものとする。 

１、加えるもの 
第27条（禁止事項と罰則） 
指導（軽微な違反） 
１．立ち姿勢で相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。 
ただし、技を施すため、瞬間的（1，2秒程度）に握ることを認める。 
（注）中学生は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることを認める。 
２．両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。 
３．関節技及び絞技を用いること。 
（注）中学生は、絞技を用いることは認める。三角絞は認めない。 
４．無理な巻き込み技を施すこと。 
５．相手の頸を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。 
６．小学生以下が、裏投を施すこと。 
反則負け（重大な違反） 
１．攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めること。 
２．「逆背負投」（通称）の様な技を施すこと。 
３．両袖を持って投げ技を施すこと。 

第27条（附則） 
指導（軽微な違反） 
１．〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係 
①「後ろ襟」とは、柔道衣を正しく着用したときの頸の後ろ側（うなじあたり）の範囲をいう。試合者の一方が後ろ襟を握った後、その襟を引き下げて側頸部にずらした場合でも「後ろ襟」とみなす。 
②「背部を握る」の範囲は、目安として肩の中心線に手首がかかるような状態をいう。背部を握った後、柔道衣をたぐりよせて釣り手の一部の指が後ろ襟の内側を握る状態になっても背部とみなす。特例として「後ろ襟、又は背部を握った」状態で、通称ケンケン内股等(内股に限らずケンケンとなる大内刈や大外刈等）をかけることは、〔瞬間的（1，2 秒程度）〕の事項を適用せず、また、その後、連絡した技や変化した技についても、技の効果が途切れるまで継続を認める。 

２．〔両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。〕関係 
両膝を最初から畳につくとは、膝の外側部、内側部も含む。同時はもちろん、ほとんど同時と見なされる場合も含む。技が崩れた結果である場合は反則としない。 

３．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係 
①寝技の攻撃・防御において、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみなさない。抑え込もうと脚を交差して相手を制止した後、絞まっている状態あるいは脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断した場合は、受傷を防ぐために、早めに「待て」とする。また、通称「三角固」の体勢となった時点で、危険な状態ではないと判断しても、交差している脚を直ちに解かなければ「待て」とする。交差していた脚を直ちに解けば、寝技の攻撃・防御は継続となる。 

②故意ではなかったが、関節が極まった場合は、「待て」とする。 
（注）小学生以下は、絞技についても同様とする。 

４．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係 
「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻き込んだ技をいう。 

５．〔相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰などを施すこと。〕関係 
「相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頸に巻きつけて施した場合のみをいう。 

反則負け（重大な違反） 
２．〔「逆背負投」（通称）の様な技を施すこと。〕関係 
例えば一方の試合者が右組み、他方の試合者が左組みの体勢から、右組みの試合者が、正しく組んだ釣り手側の前襟を両手で握りながら、右足前回り捌き又は、左足後回り捌きで技を施し、相手を左方向に一回転させながら捻りを加えて、背中、又は頭から投げ落とす様な技をいう。但し、背負投を施して、相手が技を防御するために反対の肩越しに落ちた場合は含まない。 
３．〔両袖を持って投げ技を施すこと。〕関係 
相手の両袖を左右それぞれの手で持ったまま袖釣込腰、大外刈、外巻込等の技を施した場合をいう。 
但し、相手の片袖を持って、相手に自身の片袖を持たせたまま内股等の技を施した場合は含まない。

第26条（抑え込み）附則に次を加える 
寝技の攻撃・防御において、脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断したときは「待て」とする。 
         
２、置き換えるもの 
第20条（一本）附則 
絞技は、「技の効果が十分現れた場合」を適用し、見込みによる「一本」とすることができる。 

３、本規定の改廃は、全日本柔道連盟審判委員会において協議し、常務理事会の承認を得て行う。 

付則 　 この申し合わせは、平成22年5月1日より実施する。 
平成23年6月14日 部分変更 
平成27年3月31日 改正 平成27年6月1日より施行する。 
平成27年11月30日 申し合わせを特別規定として改正し、施行する。 
平成30年3月1日 改正 平成30年4月1日より施行する。
　　　　この特別規定は、令和３年３月１５日から特別規定と改定し、施行する。























資料②
資2012.03.22
理事会・評議員会資料
試合場におけるコーチの振る舞いについて
財団法人全日本柔道連盟

コーチの役割
1.  コーチは、選手への様々な状況における指示、戦術的なアドバイス、怪我の対応など、選手とのコミュニケーションを取ることを目的とする。
2.  コーチは、自身の選手が大会会場に入場してから退出するまでの間、選手の行動に責任を持たなければならない。

コーチの場所
1.   原則として各試合場の正面と反対側、あるいは試合場の横側に、コーチ1 名のみ入ることが許され、用意された椅子に着席しなければならない。
2.    伝統的にコーチを認めていない大会（全日本選手権大会など）においては、主催者の判断による。

コーチの言動
1.   試合が止まっている間（「待て」から「始め」の間）のみ、選手に対して指示を与えることができる。試合続行中は、選手に対して指示を与えることが許されない。
2.   次の行為を禁止する。
(ア) 試合が続行している最中に指示を出すこと。また、試合中に立ち上がること。
(イ) 審判員の判定に対し、コメントや批判、或いは訂正を要求すること。
(ウ) 対戦相手、審判員、役員、一般客、および自分自身の選手を侮辱するよう行為
(エ) 広告看板や器具に触ったり、殴ったり、蹴ったりすること。
(オ) その他、柔道精神に反する行為
3.   原則として、コーチは審判員に準じた服装とし、ID カードを付けるものとする。

罰則
上記に違反した場合は、下記による処分を科すものとする。
1.  1 回目は、審判員が合議の上、口頭による注意をする。
2.  1 回目の注意で改善されない場合は、審判員が大会委員長または審判長に報告の上、大会委員長または審判長の責任のもとにその試合が終了するまで試合場フロアの外へ退去させる。但し、試合はその後も続行するものとする。
3.   次の試合からは、またコーチ席に座ることができるが、その後も改善が見られない場合は、その大会期間を通して試合場フロアへの入場を禁止する場合もある。

以上













資料③

脳振盪対応について

ジュニア（20 歳未満）以下の大会要項に下記条項を追加する
選手および指導者は下記事項を遵守すること
1.　大会前１ヶ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。
4.  当該選手の指導者は大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告書を提出すること。























 

資料④

全柔連発第29-0840号
平成3 0 年3 月2 2 日
都道府県柔道連盟（協会）
会長 殿
公益財団法人全日本柔道連盟
審判委員会委員長 大迫 明伸
〔　公　印　省　略　〕

国内における「少年大会特別規定」改訂
「両袖を持って施す投げ技の禁止」について(補足説明)

平成30年3月6日付全柔連発第29-0840号で通達した「少年大会特別規定」の附則に例示された技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）は、技の特性と作用により、技を施された相手が、故意によらず胴体より先に、顔面あるいは頭部から畳に着地する（以下「ヘッドディフェンス」という。）恐れのある技を示したものである。
これらの技を施された場合には、両手が束縛された状態で「ヘッドディフェンス」以外に対処することが出来ないことから、顔面、頭部及び頸部損傷等の危険があるとして、禁止技としたものである。
例示には３つの技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）を示しているが、これらの技に限定することなく、両袖を持って投げ技が施され、技を施された相手が「ヘッドディフェンス」以外に対処することが出来ない投げ技を禁止する。併せて両袖持ちの状態から相手に抱きついて、小外掛、大内刈で後方に浴びせ倒すことは、後頭部強打の恐れがあり禁止とする。
但し、両袖を持って出足払、支釣込足等を施して、相手を背部あるいは上部側面から着地させ
ることまで禁止するものではない。

※全柔連主催大会では両袖を持って施した技によって反則負けになっても、その後の一連の試合に出場できることとする。


【上記における今大会における追加事項】
「両袖を持って施す投げ技の禁止」について（補足説明）で併せて両袖持ちの状態から相手に抱きついて、小外掛、大内刈で後方に浴びせ倒すことは、後頭部強打の恐れがあり禁止とする。出足払い、支釣込足等を施して、相手を背部あるいは上部側面から着地させることまで禁止するものではない。
とあるが、技を掛けられた選手が受け身を取ることができず、頭から落下するなど危険な状態になった場合、審判３名が合議し、ジュリーも含めて１００％危険な技と判断した場合、技を掛けて選手の反則負けとする。また、ケアシステムを用いた試合においては映像による判定を優先する。






③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



資料⑤
全柔連発第 19-0967 号
2 0 20 年 2 月 28 日
関係各位　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人全日本柔道連盟
審判委員会委員長 大迫 明伸 
（公印省略） 
 
新たに適用される罰則（指導・反則負け）の施行について 
 
国際柔道連盟では、本年1 月 11～12 日カタール・ドーハで開催されたレフリーセミナーにおいて、新たに適用される罰則として、「攻防に関係の無い行為で、相手の柔道衣を乱す行為」に対して「指導」を付与すること並びに「故意に相手の足を踏みつけて技を仕掛ける及び故意に相手の頭髪を掴んで技を仕掛ける行為」に対しては、柔道精神に反する行為として「反則負け」を付与することを決定いたしました。 
本年に開催される 2020 年東京オリンピック柔道競技でもこの罰則が適用される為、日本国内でも早急に適用する必要があります。 
別紙の全柔連主催大会では4月よりこの罰則を導入しますが、各主催団体におきましては、施行期間に猶予を設ける等の措置を講じながら、導入を検討して頂きますよう、お願いいたします。 
 
記 
 
１ 新たに適用される罰則「指導」の内容 
従来は、「攻防に関係の無い行為で、自らの柔道衣（裾部分）を帯から出す行為（図 1-1,1-2）」を対象としていたが、今後は、「攻防に関係の無い行為で、意図的に相手の柔道衣（裾部分）を帯から出す行為（図2-1,2-2,2-3）」も対象となり、「指導」が付与される。通常の攻防の中で、偶発的に相手の服装を乱すことは対象とならない。 
なお、図３の行為については、国際柔道連盟が本年2月のグランドスラム・デュッセルドルフにおいて、追加承認したものとなる。
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図（2-1,2-2,2-3）の様に、青が組み合っていない状態から、白の整えられた柔道衣から意図的に裾部分を引き出した場合に対象となる。 
図3-1               　　　　　　 図3-2                　　　　　　　 図3-3          
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図（3-1,3-2,3-3）の様に、青が組んだ状態から、白の整えられた柔道衣から意図的に裾部分を引き出した場合に
対象となる。

２ 新たに適用される罰則「反則負け」の内容 
「故意に相手の足を踏みつけて技を仕掛ける及び故意に相手の頭髪を掴んで技を仕掛ける行為」は、柔道精神に反する行為として「反則負け」が付与される。但し、1 回目は偶発的に起きうる可能性もあるので「待て」として、ノースコア、ノーペナルティで試合を継続する。2 回目が起これば、故意であると判断し「反則負け」を付与する。 
 
図4-1           　　　　図4-2           　　　　図4-3            　　　　図4-4 
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図（4-1,4-2,4-3,4-4）の様に、白が故意に青の足を踏みつけてから、技を仕掛けた場合に対象となる。 
            
 
 
【問い合わせ先】公益財団法人全日本柔道連盟　
大会事業課 
電 話 ０３－３８１８－４３９２
メール shinpan@judo.or.jp 
 
以上 







【別紙】新たに適用される罰則（指導・反則負け）の施行について 大会への適用 
 
	2020年4月1日より全柔連単独主催大会では原則として改正された国際柔道連盟試合審判規定を適用する 

対象大会：全日本選抜体重別選手権大会 
全日本カデ体重別選手権大会 
全国小学生学年別大会 
全日本ジュニア体重別選手権大会 
マルちゃん杯全日本少年大会 
講道館杯全日本体重別選手権大会
 
	実行委員会のある大会においては実行委員会の判断に委ねる 

対象大会：皇后盃全日本女子選手権大会 
全日本選手権大会 
全国少年大会 
全日本少年少女武道錬成大会 
全国高等学校選手権大会 
近代柔道杯全国中学生大会
 
	共催大会においては①の方針を申し入れ、関係団体と協議の上、決定する 

対象大会：インターハイ柔道競技会 
全国高等学校定時制通信制大会 
全国中学校大会 
国民体育大会柔道競技会 
 












　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料⑥

全柔連発第30-0800号 
平成31年3月26日
関係各位
公益財団法人全日本柔道連盟
審判委員会委員長  大迫明伸
（公印省略）

柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行について

国際柔道連盟では2019年3月8～10日に開催された、グランプリマラケシュ大会（モロッコ）より柔道衣の乱れに対する罰則を新たに導入しました。
今年開催される世界選手権東京大会、2020年東京オリンピック柔道競技でもこの罰則が適用される為、日本国内でも早急に適用する必要があります。
別紙全柔連主催大会では4月よりこの罰則を導入しますが、各主催団体におきましては、施行期間に猶予を設ける等、導入時期を検討して頂きますよう、お願いいたします。

　　　　　　記
　　　　　　　　
・新罰則（指導）の内容
試合中に柔道衣が乱れ、帯より外に上衣の裾（背部を含む）が出た場合、主審の「待て」から「始め」の間に、選手自ら素早く服装を直すこと。
主審が「待て」を掛けても、乱れた柔道衣を直そうとせず、放置し乱れたまま「始め」を待っている時に、主審より柔道衣を直すよう指示された場合、これを１回目とカウントし、２回目以降はその都度「指導」が与えられる。
合わせて帯も、本人が緩く結ぶことが原因で解け、自ら固く結び直さず主審から指示された場合もカウントの対象となる。
選手は「待て」から「始め」までの間に、自ら素早く服装を直し、帯を固く締めなければならない。
但し、積極的な試合展開で、例えば柔道衣の上衣がすっぽり脱げた場合に服装を直す指示を主審が行ってもカウントされない。
あくまでも、場外や寝技の停滞などで「待て」が掛かった場合、選手が柔道衣の乱れを放置し、主審から指示された場合にカウントされる。
「待て」の後、選手が自ら柔道衣を直そうとする場合、「髪の結直し」と同じく少し猶予を与える。
帯を解いて服装を直す場合は、従来通り主審の指示・許可がなければならない。
※背部の裾の長さが臀部を覆っていない、体幹部が細く胸元の合わせ目が浅い等は、柔道衣の乱れやすさの一因である。上記罰則を導入するにあたり、柔道衣コントロールをより厳密に行う様に徹底して頂きたい。

【問い合わせ先】
公益財団法人全日本柔道連盟　
大会事業課　
電話　０３－３８１８－４３９２　　メール　  shinpan@judo.or.jp

以上






【別紙】柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行について大会への適用

①平成31年4月1日より全柔連単独主催大会では原則として改正された国際柔道連盟試合審判規定を適用する
対象大会：全日本選抜体重別選手権大会
全日本カデ体重別選手権大会
全国小学生学年別大会
全日本ジュニア体重別選手権大会
マルちゃん杯全日本少年大会
講道館杯全日本体重別選手権大会
②実行委員会のある大会においては実行委員会の判断に委ねる
対象大会：皇后盃全日本女子選手権大会
全日本選手権大会
全国少年大会
全日本少年少女武道錬成大会
全国高等学校選手権大会
近代柔道杯全国中学生大会
③共催大会においては①の方針を申し入れ、関係団体と協議の上、決定する
対象大会：インターハイ柔道競技会
全国高等学校定時制通信制大会
全国中学校大会
国民体育大会柔道競技会　　　　　　　　　

