
平成 26年 度  第 25回 関東 中学 生 レス リン グ選 手権 大会 実 施 要 項

1 主  催  関東 レス リング協会

2 主  管  茨城県レス リング協会

3 後  援   (公 財)日 本 レス リング協会

4 期  日  平成 26年 8月 31日 (日 )

5 会  場  東町運動公園体育館 (県 立スポーツセンター )

6   日    程

計   量

監督会議・抽選    9
開 会 式

試合開始

閉 会 式

7 階  級  【リミッ ト計量】

団 体 戦  38・ 42・ 47・ 53・ 59・ 66・ 73・ 85・ 110級
※ 3 8 kg級 出場選手は 3 2 kg以 上

8 参加規定  選手の所属 中学校がある都県か ら出場す ることとす る。 (審議事項 )

9 ルール及び競技方法

(1)FILAル ール・一部関東 レス リング協会ルール を適用す る。

(2)予選 リーグ (A・ B)及 び順位決定戦 (Al位 ―Bl位 ・ A2位 ―B2位 )を 行 う。

前年度 1位 がAブ ロック、 2位 を Bブ ロックとし、他はフ リー抽選 とす る。

(3)エ ン トリーは各都県、各階級 2名 以内 とす る。

(4)2階 級 の出場は認 めるが、一度 出場 した後の階級変更は認めない。

(5)団 体戦の勝 ち数が同 じの場合の勝敗は以下のよ うにす る。

① 勝ち数が多いチーム

② 勝ち数が同数の場合  勝ち点が高いチーム

③ 勝ち点が同点の場合  フォール数が多いチーム

④ フォール数が同じ場合 Tフ ォール数が多いチーム

10 表  彰  優勝チームには賞状及び優勝旗 , 2・ 3位は賞状を授与する。

H 申込方法  別紙様式により8月 19日 (火 )ま でに下記へ郵送する。
〒311-1311
茨城県東茨城郡大洗町大貫町 1212番 地の 14
大洗町立南中学校内 関東中学生 レス リング大会事務局
丹下 一 宛
丹下携帯 090-2305-0603

12 分 担 金   各都県 20,000円 とする。 (分担金は当日受付で徴収する。参加料含む )

13そ の 他
1)団体戦の組み合わせ抽選は計量後、各都県の代表者 により行 う。
2)申 し込み後の階級変更は認 めない。
3)各都県から必ず 1名 審判員を参加 させる。参加できない場合は事前に連絡する。

(4)参加者はスポーツ障害保険に各 自加入 し、試合当日は保険証を持参すること。
大会期間中の怪我や事故については、応急処置は行 うがその責任は負わない。

(5)昼食 (飲 み物付 700円 )希望のチームは申込書に数量を記入 し申し込む こと。

代金については参カロ料 と同様 に当 日受け付 ける。当 日の数量変更はできない。
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【団体戦】平成26年度 第25回関東中学生レスリング選手権大会申込書

所属都県

都・県 会長名 会長印

監督名 審判員

正  選  手 補   欠  選  手

ふ りがな

学校名 学年

ふリカミな

学校名 学年
氏   名 氏   名

38kgl汲

42kgl散

47kgl散

53kgl散

59kgl散

66kgl餞

73kgl散

85kgl散

1 1 0kg級

※42kg級に出場する場合は32kg以上あること。

弁当申し込み          個  (1個 700円 )



関東中学生レスリング選手権大会 役員名簿
※関東中学校選手権大会開催にあたり,要項等を送付する名簿。

※名簿記載に変更が生じた場合は,開催県の事務局担当者に連絡をする。

1

千
葉

県

会長 磯員頼秀 134-0088 東京都江戸Jll零:=事西o■ 161lo■ :,9'
03■387717364

2 理事長 齋藤‐修 285・0045 千葉県佐倉市白銀3‐ 12■ 5 043■48415460

事務局長 只縄治幸 284-0012 千葉県四街道市物井160 0431423■9730

中学校担当 武田光弘 277-0005 千葉県柏市柏298■ 13 0001915612939

5 中学校担当 中村孝徳 278-0037 千葉県野田市野田829■ 11野田市
=第

一中 04■712215524

東
京
都

会 長 菊池清治 105-0004 蕎甕曇額;プ見ξ場締翌 03-5501-9833

7 理事長 古里光弘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-21-1 03-3717-0038

8 事務局長 桑田信明 145-0064 東京都大田区上池台2-37-5-301 080-5488-5123

9 中学校担当

10 中学校担当

茨
城
県

会長 口山東湖

理事長 沼尻 久 310-0886 茨城県水戸市元吉田町722■ 3 09013873-6634

事務局長 海老沢正道 311■3124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎25, 000●2329-5466

14 中学校担当 森下敏清 302,0026 至賛季肇重フ雪撃蟹取手参姜崖墜登三二三二
090■6791,1116

中学校担当 丹下 一 311‐ 1311 齋 壺畜筆撃套祷VttFT響 00012305=0603

群
馬
県

会長 柳川益美 371-0047 群馬県前橋市関根町3-18-2 027-234-8234

理事長 清水輝夫 371-0057 諄馬県前橋市竜蔵寺町183-7 027-234-5220

18 事務局長 中里和典 374-0033 詳馬県館林市堀江町953-3 0276-72-8537

中学校担当 岡田幸雄 370-0502 群馬県千代田町鍋谷291-1 0276…86-5272

20 中学校担当 今村直樹 373-0034 群馬県太田市藤阿久町106-7 090-8879-4210

21

栃
木
．県

会長 大島大和 326=0816 栃木県足利市緑町1-3345 o9o■3048■6834

22 理事長 長島偉之 栃木県足利市

23 事務局長 新井正道 栃木県佐野市

24 中学校担当 川村昌司 320‐0852 勝木県宇都宮市下砥キ町14,3■6 010こ 5567・6095

25 中学校担当 滝田博幸 324・0617 栃木県1那須都那コ,|1町北自甲0,叶 1 080-6645■3535

神
奈
川
県

会長 斉藤つよし

理事長 枝迫興一郎 247-0025 神奈川県横浜市栄区上之町5番地 090-1408-4320

28 事務局長 亀井貴夫 235-0036 神奈川県横浜区磯子市中原2-19-15 090-3808-5194

中学校担当 山懸養一 252-0803 神奈川県藤沢市今日744藤沢工科高校 080-4420-5541

30 中学校担当

埼
〓
県

会長 稲山十四助 315-0014 崎1玉県朝霞市膝折町3二 1■9 1048■461=0555

理事長 宮1原厚次 174■0076 東京都板橋区■標橋3-7■ , 03■539813577

33 事務局長 鈴木 1豊 351■0106 埼玉県和光市広沢1113■ 101 0481424■3742

34 中学校担当 野口篤史 332■0027 埼1玉県

'1目

市縁町119 090-2673■ 6392

中学校担当|

山
梨
県

会 長 下田正二郎 409-3845 山梨県中央市山之神1895-4 090-8649-4853

理事長 藤本成弘 405-0034 山梨県山梨市上岩下141-5 090-4826-3334

事務局長 酒井久治 400-0075 山梨県甲府市山宮町3371-520 090-3002-8804

中学校担当 小尾幸也 400-0213 山梨県南アルプス市西野1274-123 090-2300-8392

40 中学校担当

※この名簿の役職と氏名については,大会プログラムに掲載する。
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回数 開催年度 月  日 開催県
△

=
場 優 勝 準優勝

1回 平成 2年 8月 日 茨城県 茨城県立スポーツセンター 茨城県 千葉県

2回 平成 3年 8月 4日 千葉県 木間ヶ瀬中学校体育館 群馬県 千葉県

3回 平成 4年 8月 2日 栃木県 県立壬生高校体育館 千葉県 茨城県

4回 平成 5年 8月 8日 群馬県 千代田町立体育館 茨城県 千葉県

5回 平成 6年 8月 7日 神奈川県 県立六ツ川高校 レスリング場 千葉県 茨城県

6回 平成 7年 8月 10日 東京都 大森工業高校体育館 千葉県 茨城県

7回 平成 8年 8月 11日 茨城県 茨城県立スポーツセンター 千葉県 茨城県

8回 平成 9年 8月 9日 栃木県 県立壬生高校体育館 千葉県 茨城県

9回 平成 10年 8月 9日 山梨県 上野原町民体育館 千葉県 茨城県

10回 平成 H午 7月 31日 埼玉県 東洋大学 レス リング場 千葉県 茨城県

H回 平成 12年 8月 8日 千葉県 県立佐倉高校レスリング場 千葉県 茨城県

12回 平成 13年 8月 7日 茨城県 茨城県立スポーツセンター 千葉県 茨城県

13回 平成 14年 8月 7日 栃木県 足利工業大学附属高校 千葉県 茨城県

14回 平成 15年 8月 2日 群馬県 館林市立城沼総合体育館 千葉県 茨城県

15回 平成 16年 8月 7日 東京都 国士舘大学体育館 千葉県 茨城県

16回 平成 17年 12月 24日 千葉県 佐倉市民体育館 茨城県 千葉県

17回 平成 18年 8月 12日 茨城県 茨城県立スポーツセンター 茨城県 群馬県

18回 平成 19年 9月 15日 群馬県 館林市立城沼体育館 群馬県 茨城県

19回 平成 20年 9月 7日 神奈川県 横浜国際高校 (1日 六ツ川高校 ) 茨城県 群馬県

20回 平成 21年 8月 29日 山梨県 山梨学院大学樹徳館 千葉県 茨城県

21回 平成 22年 8月 29日 埼玉県 東洋大学レスリング場 東京都 埼玉県

22回 平成 23年 8月 28日 栃木県 足利工業大学付属高校 群馬県 茨城県

23回 平成 24年 10月 8日 東京都 大森学園高等学校 千葉県 埼玉県

24回 平成 25年 9月 15日 千葉県 関宿総合公園体育館 千葉県 茨城県

25回 平成 26年 8月 31日 茨城県 茨城県立スポーツセンター

26回 平成 27年 群馬県

27回 平成 28年 神奈川県


