
 

令和３年度 全日本女子ボクシング選手権 ジュニア 大会 

四日市大会 実施要項（仮） 
※本大会結果は全日本女子ボクシング選手権（ジュニア）大会公式記録となる。 

 
本大会の開催は決定しているが、要項は現在作成中です。日程・会場について大きく変更はあり

ませんが、健診計量場・後援等が変わる可能性があります。正式な要項は今月中に申込書類と合

わせて送付致します。申込期限まで時間がありませんので、要項のみを先行してお知らせさせて

いただきます。 

 
１ 期  日    令和４年１月５日（水）～１月８日（土）４日間 

       ※参加人数によっては４日から開催 

２ 会  場    四日市市総合体育館（三重県） 

       〒510-0886 三重県四日市市日永東 1 丁目 3 番 21 号 

       TEL 059-348-4100 FAX 059-348-2030 

３ 主   催   一般社団法人 日本ボクシング連盟  

４ 主  管    三重県ボクシング連盟 

５ 後  援 三重県 四日市市（仮） 四日市市スポーツ協会（仮） 

 

６ 競技日程  

月  日 時間 項    目 実施場所 

 １２月５日（日） 18:00  監督会議・組合せ抽選（※１）   オンライン 

１２月１７日（金） 16:00  第１回インテグリティ研修（※２）   オンライン 

１２月１９日（日） 13:00   第２回インテグリティ研修（※２） オンライン 

  スポーツエントリーズチェック（※３） 各自 

 １月４日（火） 
14:00 

17:00 

健診・計量（※４） 

競技開始（※４） 

四日市市総合体育館 

↓ 

 １月５日（水） 

8:00 

9:00 

11:00 

12:00 

受付 

健診・計量 

開会式 

競技開始 

宿舎の予定 

↓ 

四日市市総合体育館 

↓ 

 １月６日（木） 
 8:00 

11:00 

健診・計量 

競技開始～準々決勝戦 

宿舎の予定 

四日市市総合体育館 

 １月７日（金） 
8:00 

11:00 

健診・計量 

競技開始～準決勝戦 

宿舎の予定 

四日市市総合体育館 

 １月８日（土） 

8:00 

11:00 

14:30 

健診・計量 

競技開始～決勝戦 

閉会式 

宿舎の予定 

四日市市総合体育館 

↓ 

 

※１ 監督会議・組合せ抽選は各都道府県代表者１名が出席すること、監督・コーチの

出席が難しい場合は別の責任者が出席することを認める。 

   ただし、出席者は事前に送付する参加者名簿に間違いがあった場合、内容の訂正

について責任を持つって申告すること、組合せ抽選後の訂正は認めない。 

※２ インテグリティ研修はチーフ・サブセカンド（アシスタントセカンドを除く）が

第 1 回・第２階いずれか１回受講すること。 

※３ スポーツエントリーズチェックにおいての参加選手全員の選手手帳の確認・ユニ

フォームチェック（赤・青）は選手チーフセカンドが責任を持って行うこと。 



 

  ①健康申告書、②女子申告書、③ＰＣＲ検査の陰性を示す文書、④健康チェックシ

ート、⑤参加承諾書及び⑥肖像権の同意書、チーフ・サブセカンドは⑦セカンド手

帳を大会参加日初日受付にて選手は①②③④⑤⑥、チーフ・サブセカンドは③④⑤

⑦、その他のチーム参加者は④⑤を提出してください。提出後選手待機場で待機願

います。書類内容確認し不備があれば呼出、なければバンテージ・ID 等をお渡し

しセカンド手帳を返却いたします。 

※４ 参加申込後１６名以上の申込があった場合のみ１月４日（火）１７時より競技を

開始する。１２月 5 日（日）にトーナメント表を配信するので、選手は対戦日に応

じて移動の準備をすること。トーナメント表配信後、棄権選手があった場合、対戦

選手は勝ち上がりとし、リングでの勝利判決は受けないで次の対戦へと進む。 

 

７ 階  級   

『一般社団法人日本ボクシング連盟（以下日本連盟）競技規則 第１条 競技者の区分

（３）体重による区分 ④女子ジュニア・シニア』のうちジュニア １１階級  

 

８ 競技方法   

『日本連盟競技規則』による。 

（１）トーナメント方式 

（２）ラウンド 『同規則第２８条 ラウンドの時間と回数』 

（３）参加者１名の階級が複数ある場合、異なる階級でのオープンスパーリング形式で競

技を行う場合があります。 

 

９ 参加資格  

（１)日本連盟競技規則に準じた選手であること。 

（２)各都道府県連盟における各階級の代表選手であること。 

（３)技術、体力、人格ともに本大会に出場するに相応しい選手であること。 

 

10 表  彰  

（１）各階級１～３位までの選手（リング表彰） 

（２）最優秀選手賞及び優秀選手賞（閉会式） 

（３）その他、最優秀選手には東京 2020 五輪金メダリスト 入江聖奈杯と副賞が授与され 

  る。 

 

11 参加申込  

（１）申込書類  

   ①参加申込書 ②セカンド届 ③女子申告書 ④大会参加料振込証明の写し 

（２）申込先   

   都道府県連盟で一括して申し込み書類を下記のア並びにイに示したメールアドレ 

   スへそれぞれ電子データにて提出すること。公印は省略とする。 

（３）申込締切  

   令和３年１１月２４日（水）必着  

   ※申込締切後の階級及び選手の変更はできません。 

   ※２４日（水）の申し込みに間に合わない場合は必ず事前に連絡すること。１２月 

   ５日（日）に監督会議・組み合わせ抽選を行うため事務処理に時間がないため 

 

ア 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 

Japan sports Olympic square 内  



 

（一社）日本ボクシング連盟事務局 宛 

TEL：03-6804-6751  FAX：03-6804-6752 

E-mail：boxing@japan-sports.or.jp 

 

イ （一社）日本ボクシング連盟 総務委員 原光二 宛 

TEL：090-8448-0088 

E-mail：harahanao@gmail.com 

12 参 加 料   一人 ５，０００円  無料  

         出場選手都道府県より任意で 1 万円の協力金 なし 

         ※三重県・四日市市の補助金を参加料にあてる。 

（１）下記口座へ都道府県連盟単位でとりまとめ、上記申込締切日までに振り込んでくだ

さい。 

（２）必ず振込者の都道府県名が確認できるようにお願いします。 

   （例：○○県連盟 女子〇名 計〇〇名） 

（３）振込手数料は各位にてご負担願います。 

 

 

 

 

 

13 連絡事項  

（１）スポーツエントリーズチェックにおいての参加選手全員の選手手帳の確認・ユニ 

フォームチェック（赤・青）は選手チーフセカンドが責任を持って行うこと。 

   ①健康申告書、②女子申告書、③ＰＣＲ検査の陰性を示す文書、④健康チェック 

シート、⑤参加承諾書及び⑥肖像権の同意書、チーフ・サブセカンドは⑦セカンド手帳を

大会参加日初日受付にて選手は①②③④⑤⑥、チーフ・サブセカンドは③④⑤⑦、その他

のチーム参加者は④⑤を提出してください。提出後選手待機場で待機願います。書類内容

確認し不備があれば呼出、なければバンテージ・ID等をお渡ししセカンド手帳を返却いた

します。 

（２）選手、監督及びコーチは健康保険証を携帯してください。 

（３）セカンドは「公認セカンドに関する規定」及び「公認セカンドに関する規定運用細

則」を適用します。 

（４）選手、監督及びコーチ、セカンド等は試合会場で必ずＩＤカードを着用してくださ

い。 

（５）日本連盟に登録しているチーフセカンド、サブセカンドは、インテグリティ研修を

受講しなければセカンドにつくことはできません。（アシスタントセカンドは任意とす

る。） 

（６）選手は監督を兼ねることができません。 

（７）監督会議に参加できない場合、その都道府県は大会出場資格を失う場合があります。 

（８）公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ安全保険、またはそれと同等以上の損害保

険に加入していること。 

（９）個人情報の取り扱いに関して、大会参加に際して提供される個人情報は本大会のみ

利用するものとし、それ以外の目的に使用することはありません。 

（10）参加申込後、競技会に出場できなくなった場合は、速やかに大会事務局に連絡する

こと。 

（11）今大会は無観客での開催とする。事前に参加申し込みやセカンド届等で申請された

選手団以外の来場は認められない。 

【振込先】 百五銀行  四日市駅前支店 （店番 204）   

      普通預金 口座番号 0192421  

      三重県ボクシング連盟（ミエケンボクシングレンメイ） 



 

（12）来場する選手・監督・セカンド（チーフ・サブ）は必ずＰＣＲ検査を受け、陰性を

示す文書の提出すること。 

陰性を示す文書は、検査結果の写しや検査先から送付されるメールをプリントアウトした

もので構いません。病院やクリニックの公印入りの陰性証明書である必要はありません。 

（日本連盟令和３年５月６日付通達「令和３年度大会開催時のＰＣＲに関して」を参照す

ること。） 

（13）新型コロナウイルス感染症対策については、関係する省庁、自治体、競技団体並び

に業界団体が定めるガイドラインに従うものとする。なお、新型コロナウイルスの感染状

況に応じて基本方針や各ガイドラインの内容が変更されることがあるため、参加者は記載

内容の変更の有無を適宜確認すること。 

 

14 参加上の注意 

(１)個人で持参するもの 

選手手帳、健康保険証、健康申告書、健康チェックシート、参加承諾書、競技用具（ユニ

ホーム、ヘッドギア、シューズ、マウスピース、カッププロテクター（男子種別）、チェ

ストガード（女子種別）、ローブローガード（女子種別）等）。 

ア ヘッドギアについて（女子種別） 

（ｱ) 日本連盟及び AIBA の検定品マークのついているもので劣化していないもの。 

（ｲ) 清潔で状態の良いものであること。 

（ｳ) コーナー色のヘッドギア（赤色及び青色）を着用すること。 

イ ユニホームについて 

（ｱ） 競技会ではコーナーカラーのユニフォーム(赤:Pantone185、199、485 青:Pantone 

286、293、661)に限る。ベルトライン(へそと臀部の頂点を結んだ線)は白色またはトラン

クス、ランニングとはっきりと違う色で６cm から 10cm の幅でなければならない。また、

製造企業ロゴの面積は、トランクス・ランニングにそれぞれ一か所で 30 平方 cm 以内とす

る。ロゴの「最大幅×最大高さ」の四角形をその面積とする。 

（ｲ） 競技時の運動・接触等により、ゼッケンが剥がれ落ち、競技の妨げとなる懸念があ

るためゼッケンは取り付けないこと。ただし、プリントや刺繍されているものに関しては

そのままでよい。 

ウ マウスピースについて赤色及び赤系統の色が含まれるマウスピースの使用は禁止する。 

エ カッププロテクター及びローブローガードについて使用は任意である。使用の際は標

的領域（ターゲットエリア・ベルトラインより上）を覆ってはならない。   

オ チェストガードについて（女子種別） 

女子は競技能力を妨げず胸部に良くフィットしたチェストガードを着用してもよい。チェ

ストガードは背部の留め金以外に金属を使用してはいけない。あばら骨を含むターゲット

エリアを覆ってはならない。 

（２) バンテージは開催地より支給された日本連盟の検定品を使用すること。 

（３) 毛髪・ひげ・つけまつげ・入れ墨・タトゥーについては、日本連盟医事ハンドブ

ック CHAPTER X を厳守すること。 

ア 前額部を覆う長髪は視野を制限し、眼球傷害を引き起こしてしまう。長髪の場合はゴ

ム等で適切にまとめ、目に入らない様にしなくてはならない。ヘッドガードを使用する場

合はヘアネットやスイミングキャップ等をかぶってまとめた後に装着しなくてはならない。

ヘアピンなどのアクセサリーは使用してはならない。 

ヘアネットまたはスイミングキャップは、必ず個人で持参すること。 

イ クリンチの際、ひげやつけまつげは対戦相手の眼に入り角膜擦過傷を引き起こす危険

性があるため禁止である。口髭・あご髭はきれいに剃らなければならない。 



 

ウ 身体のどの部位についても、サイズの大小にかかわらず、入れ墨・タトゥーは認めら

れない。シールも同様である。 

（４）視力 0.1 以上の者を可とする。（但し、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。着用者は必ずその旨を申し出なければな 

  らない。） 

 (５) 女子種別については、以下の項目を遵守すること。 

ア 競技の服装 

上半身は短い袖の T シャツ（ノースリーブを含む）、下半身はトランクスとすること。ト

ランクスの代わりに競技用スカートも着用することができる。トランクスの下にスパッツ

の着用は許されるが、トランクスの長さより短くなければならない。 

イ 計量 

競技用服装等を着用して行う。体重超過のおそれがあり、選手からの申し出があった時は、

競技用服装等を着用しての計量から、着用の服装の重量を控除して計量することができる。 

ウ 女子申告書 

日本連盟競技規則別紙５の女子申告書について、20歳以上の女子競技者は本人の署名及び

捺印、20歳未満の女子競技者は本人及び両親あるいは法的後見人の中の一人から署名及び

捺印を必要とする。 

(６) 競技中の疾病・負傷等の応急処置は主催者が行うが、以降の責任は負わない。 

(７) 選手手帳は大会日数分の記載欄があるもので、写真が貼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。 

(８) 監督・セカンドは、日本連盟に 2021 年度の役員登録済みの者であること。セカンド

については、日本連盟公認セカンド資格のいずれかを有していること。 

 

15 宿泊に関しては別途案内を送付する。 

 

16 大会中止の判断 

(１) 三重県に緊急事態宣言が発令されている場合は大会を中止とする。 

(２) 三重県にまん延防止等重点措置が発令されている場合は無観客開催とする。 

(３)  (１)  (２) の発令がない場合、有観客の場合がある。有観客の場合は別途連絡す

る。 

(４) 役員補助員等の欠員により大会運営に支障をきたす場合 

(５) 競技会場や練習会場が利用できなくなり大会運営に支障をきたす場合 

 

17 無観客開催の判断 

(１) 三重県にまん延防止等重点措置が発令されている場合は無観客開催とする。 

(２) (１) 以外の発令がない場合、有感覚の場合があるので、有観客の場合は別途連絡

する。 

 

18 新型コロナウイルス感染症対策 

別途 感染症対策を送付する。 
 

《競技・宿泊・その他に関する問い合わせ》 

【三重県ボクシング連盟】 

 〒514-1138 三重県津市戸木町３５６９−１（三重県立久居高等学校内） 

TEL：059-271-8100  FAX：059-256-8407 

e-mail：katayama.ta@mxs.mie-c.ed.jp （担当：片山太一郎 Tel 090-1560-2549） 


