令和２年度 第 61 回岩手県高等学校新人大会ボクシング競技 実施要項
１．期
２．会

日 令和２年 10 月 29 日(木)～11 月 1 日(日)
場 競技会場：黒沢尻工業高校第 2 体育館（〒024-8518 北上市村崎野 24-19 TEL0197-66-4115）
健診会場：くさのイン北上（〒024-0061 岩手県北上市大通 2-8-6 TEL0197-65-1711）
３．日
程 10 月 29 日（木）
10:30 スポーツエントリーチェック
黒沢尻工業高校第 2 体育館
11:00 監督会議・抽選
黒沢尻工業高校 中会議室
12:00 計量（当日出場選手）
黒沢尻工業高校第 2 体育館
14:00 インテグリティ研修
黒沢尻工業高校第 2 体育館
12:30 医師健診（当日出場選手）
黒沢尻工業高校第 2 体育館 岩淵先生
15:00 競技（男子２部・１部の順）
黒沢尻工業高校第 2 体育館
10 月 30 日（金）
7:30 受付・健診・計量(当日出場選手)
くさのイン北上
10:30 開会式
黒沢尻工業高校第 2 体育館
11:00 競技(女子２部・１部、男子２部・１部の順)
黒沢尻工業高校第 2 体育館
10 月 31 日（土)
7:30 受付・健診・計量(当日出場選手、UJ から)
くさのイン北上
（秋季 UJ 大会 9:00 インテグリティ研修 10:00 競技開始
～11：00）
黒沢尻工業高校第 2 体育館
11:00 競技(シャドウ、女子２部・１部、男子２部・１部の順) 黒沢尻工業高校第 2 体育館
11 月 1 日（日）
7:30 受付・健診・計量(当日出場選手)
くさのイン北上
10:00 競技(シャドウ、女子２部・１部、男子２部・１部の順)
黒沢尻工業高校第 2 体育館
14:00 閉会式
くさのイン北上
４．階
級
(１)１部 男子＝ﾋﾟﾝ級からﾐﾄﾞﾙ級までの８階級、女子＝ﾋﾟﾝ・ﾗｲﾄﾌﾗｲ・ﾌﾗｲ・ﾊﾞﾝﾀﾑ・ﾌｪｻﾞｰ・ﾗｲﾄ級の６階級
(２)２部 男子＝ﾋﾟﾝ級からﾐﾄﾞﾙ級までの８階級、女子＝ﾋﾟﾝ・ﾗｲﾄﾌﾗｲ・ﾌﾗｲ・ﾊﾞﾝﾀﾑ・ﾌｪｻﾞｰ・ﾗｲﾄ級の６階級
(３)シャドウの部 階級や学年による区分は設けない
５．規
則
(１)男女とも日本ボクシング連盟競技規則に準ずる。
(２)競技時間＝１部：2 分×3Ｒ、２部：2 分×3Ｒ、シャドウの部：1 分×1Ｒ
(３)グローブ＝男女とも 10 オンスの競技用公認グローブ、男子 W 級から 12 オンス
６．方
法
１部(１)男女とも個人戦とする。男女とも学校対抗を兼ねる。
(２)男子は東北新人大会 1 部代表選考会を、女子は東北新人大会代表選考会を兼ねる。
(３)1 位、2 位、3 位(2 名)を決定する。
２部(１)男女とも個人戦とする。学校対抗は行わない。
（２）男子は東北新人大会 2 部代表選考会を兼ねる。
(３)１位、２位、３位(２名)を決定する。
シャドウの部(１) 1 対 1 のフリーシャドウによる個人戦とし、
よりよいボクシングスタイルを示した方を勝者とする。
(２)１位、２位、３位(２名)を決定する。
７．得点規定
１部男女それぞれ対象。但し女子の表彰は岩手県ボクシング連盟で行う。順位点として 1 位 5 点、2 位 3 点、
3 位 1 点を加える。また、抽選の不戦勝を除いて 1 勝毎に勝ち点 1 点を加点する。
８．参加規制（男女１部・２部）
各校の各階級エントリー数について、人数制限は設けない。但し、16 名まではＡブロックとし、越えた部分
については、人数の多い学校から順番にＢブロックにエントリー変更すること。１部・２部ともに「Ｂ」ブ
ロック出場選手は、上位大会代表選考外とする。
９．学校対抗順位決定方法(男女１部)
(１)個人の得点の合計点で決定する。
(２) 同点の場合は、1 位の数による。
(３)1 位の数も同じ場合は、2 位の数による。 (４) 2 位の数も同じ場合は、3 位の数による。
(５)(４)で決定できない場合は、同位とする。

10．参加資格
(１)岩手県高等学校体育連盟加盟校の生徒であること。
(２)1、2 学年に在籍する者で、令和２年度日本ボクシング連盟登録者。但し同一学年での出場は 1 回限りとする。
(３)転校後 6 ヶ月未満の者は参加できない。但し、一家転住等やむ得ない場合は県高体連会長の許可があればこ
の限りでない。
(４)実戦に出場する選手は、必ず練習開始後 6 カ月以上を経過し、技量が伴った者でなければならない。選手は
初登録後練習開始６か月以上を経過し、初めての大会出場時には、出場資格証明書（日連様式）を事前に県
連盟に提出しなければならない。
(５)１部出場者（男女）は、原則２年生として、１年生においても競技に出場する技量が伴っている者は可とす
る。２部出場者（男女）は、原則１年生として、２年生においても練習開始後８か月未満の者は可とする。
（６）シャドウの部は女子のみとし、必要練習期間は設けない。
(７)選手は、在学する学校長の承認を必要とする。
11．表
彰
個人表彰は、各階級 1～3 位（Ｂブロックに出場した選手は 1～2 位）までとする。
男子学校対抗表彰は 1～6 位までとし、優勝校には優勝旗を授与する。女子学校対抗は表彰は１～３位
までとし、岩手県連盟より賞状を授与する。
12．参 加 料 選手 1 人 600 円(抽選準備会の参加確定選手分、監督会議時に納入のこと)
13．参加申込 「申込書」を下記あて郵送とともにデータで提出すること。
申込用紙に男女１部・２部・女子シャドウの部別を記入すること。
「セカンド」は、有資格者を１名以上記入
すること。また、
「出場資格証明書」の手続きが必要な選手は、必ず事前に県連盟に手続すること。
（１年生
は基本的に全員対象である）
〒020-0833 盛岡市西見前 20-113-1
岩手県立盛岡南高等学校内 長内 亮
℡019-638-9373 Fax019-638-8584
mail：ptf5-osanai-akira@iwate-ed.jp
申込〆切
令和 2 年 9 月 30 日(水)
14．会場連絡責任者 辰柳 祐司（黒沢尻工業高等学校 〒024-8518 北上市村崎野 24-19）
℡ 0197-66-4115 Fax 0197-66-4117 mail：ptf8-tatsuyanagi-yuji@iwate-ed.jp
15．宿
泊
申し込み 宿泊を希望する場合 9 月 30 日(水)までに、宿泊申込書を FAX か郵便、メールで申し込むこと。
申込み先 北上市旅館ホテル組合
〒024-0061 岩手県北上市大通 2-8-6
TEL：0197-65-1711 FAX：0197-63-7866 mail： inn@kusano-group.com
16．監督会議および抽選
10 月 29 日(木) 11：00 黒沢尻工業高校 中会議室
17．留意事項
(１)抽選準備会後の選手の階級変更は認めない。
(２)出場選手は必ず選手手帳を携行すること。記載に不備ある場合は、出場資格を失うこともある。
（写真添付、登録番号・健康診断記録記載、頭部検査［CT スキャン］証明書を手帳に添付のこと）
(３)健康保険証を持参すること。
(４)カッププロテクター、競技用ヘッドガード(ヘッドギア)は各校で持参すること。
(５)前年度の優勝校、前大会の優勝者は、優勝旗、チャンピオンベルトを持参すること。
(６)頭髪などについては、
「日本ボクシング連盟医事ハンドブック第 5 章（2）頭髪」の項を遵守のこと。
（７）試合数によって、多い場合は、カテゴリー毎の準決勝、決勝の日程を変更する場合がある。
（８）ソフトコンタクトレンズを使用しての矯正視力は両眼とも 0.4 以上なければならない。
※使用しない競技者は、裸眼で両眼とも 0.1 を超える視力でなければならない。
（９）赤色またはそれに類するガムシールドは使用禁止である。
（10）選手手帳は大会日数分の余白のあるもので、写真の添付されているものであること。なお、会場地での選手
手帳の発行は一切行わない。
（11）スポーツエントリーチェックでは、各チーム監督が、選手手帳、健康申告書（女子は２種類）
、ユニホーム
赤青を持参して、指定された時間内に受付けること。
（選手は参加不要）
（12）健診計量は、当日出場選手のみとし、全選手の総合健診は実施しない。１部・２部ともに、健診計量を行う。
シャドウについては、健診のみ行う。
（13）インテグリティ研修は、監督・コーチ・セカンド・全指導者対象とし、チーフセカンドは必ず参加すること。
セカンド手帳がある場合は提出すること。
（14）８名を超えるエントリー数の階級のみ、10 月 29 日（木）に競技を実施する。

