
（別紙１）
第７４回

宮崎県中学校総合体育大会開催基準

１ 目 的
宮崎県中学校総合体育大会は、本県中学生最高のスポ－ツの祭典であり、中学校教育の一環として

中学校生徒に広くスポ－ツの機会を与え、体育の振興と体力・技能の向上とスポ－ツ精神を涵養する
ものである。また、生涯スポ－ツの観点に立ち、運動に親しみ、運動の楽しさや喜びを味わう基礎づ
くりを図り、心身ともに健全な中学生を育成するとともに、生徒相互の親睦融和を図るものである。

２ 主 催 宮崎県教育委員会 宮崎県中学校長会
宮崎県中学校体育連盟 会場地教育委員会

３ 後 援 宮崎県市町村教育委員会連合会 （公財）宮崎県スポーツ協会 関係競技団体

４ 主 管 宮崎県中学校体育連盟

５ 開催競技
［男子競技］ 陸上競技、水泳競技、バレ－ボ－ル、軟式野球、ソフトテニス、卓球、弓道

サッカ－、バスケットボ－ル、柔道、剣道、新体操・体操、相撲、ソフトボ－ル
バドミントン、ハンドボ－ル、ジュニア・ラグビー、テニス、空手道、駅伝競走

（合計：20競技）
※ 軟式野球、サッカー、相撲、ジュニア・ラグビーについては女子の参加も認める。

［女子競技］ 陸上競技、水泳競技、バレ－ボ－ル、ソフトテニス、卓球、弓道、
バスケットボ－ル、柔道、剣道、新体操・体操、ソフトボ－ル、バドミントン
ハンドボ－ル、テニス、空手道、駅伝競走 （合計：16競技）

６ 会 期 競技の開催期間は、３日以内を原則とする。
（但し、競技によっては、天候や選手の安全面から別途配慮する。）
総合体育大会 令和５年７月 ８日（土）～２４日（月）
※ 駅伝競走大会・・・・・・・・令和５年１１月１３日（月）

７ 会 場 宮崎市内及び周辺を原則とする。なお、駅伝競走は別途考慮する。
※ 生徒の安全を優先させるため空調の施設等を考慮しながら柔軟に対応する。

８ 参加資格
【中学校単位での参加】
(1) 参加者は、各地区中体連に加盟した学校に在学し、学校教育法に基づく当該校の生徒であり、
学校長が認めた生徒であること。
※ 同競技において、地区大会敗退後の転校による県大会への参加は認めない。

(2) 参加者及び参加チ－ムには、学校長が認めた当該校の教員又は部活動指導員が必ずつくこと。
(3) 参加者は各地区中体連の主催する大会において、県大会の出場資格を得たチ－ム又は個人とす
る。但し、学校単位参加は除く。

(4) チ－ム編成は、単一校で編成されていること。
(5) 部長・監督・コ－チは出場校の教職員又は部活動指導員とするが、評議員会において承認され
た指導者（監督・コ－チ）については可とする。但し、必ず許可証を携帯すること。

(6) チ－ム編成において、マネ－ジャ－及びスコアラ－は生徒とする。
(7) 県大会出場者は、大会前に健康診断を受けておくこと。
（8） 参加資格の特例

部員不足による合同チームでの参加申請があり、別に定める複数校合同チーム編成規定に適合
すると地区中体連会長及び県中体連会長が認めた場合、合同チームでの参加を認める。（拠点校
部活動も含む）

(9) 参加登録については、一競技のみとする。ただし、相撲競技・駅伝競走においては二重登録を
認める。また、出場は学校からか地域クラブ活動からかどちらかとする。

【地域クラブ活動での参加】
(1) 参加者は、競技団体に登録されており、かつ各地区中体連に加盟した中学生であること。
(2) 参加者及び参加チ－ムには、団体代表者が認めた指導資格を有する指導者が必ずつくこと。
(3) 参加者は、競技団体からの推薦を受け、出場資格を得たチ－ム又は個人とする。
(4) チ－ム編成は、単一団体で編成されていること。
(5) チ－ム編成において、マネ－ジャ－及びスコアラ－は中学生とする。
(6) 参加者は、大会前に健康診断を受けておくこと。
(7) 参加登録については、一競技のみとする。ただし、相撲競技・駅伝競走においては二重登録を
認める。また、出場は学校からか地域クラブ活動からかどちらかとする。

９ 参 加 料 登録選手（マネージャー・スコアラー含む）１競技につき一人当たり１,０００円とす
る。申込後の返金はしない。



10 参加制限
【中学校単位での参加】
(1) 団体競技・種目の参加チ－ム数は以下の表のとおりとする。

競 技 名 各地区中体連 備 考

バレ－ボ－ル 地区代表・比例代表制

軟式野球 地区代表・比例代表制

ソフトテニス 地区代表・比例代表制

卓 球 地区代表・比例代表制

サッカ－ 地区代表・比例代表制

バスケットボール 地区代表・比例代表制

柔 道(男子) 地区代表・比例代表制 男子のみ

剣 道 地区代表・比例代表制

ソフトボ－ル(女子) 地区代表・比例代表制 女子のみ

バドミントン 地区代表・比例代表制

駅伝競走 地区代表・比例代表制

柔 道(女子)

ソフトボ－ル(男子) 各学校出場枠１チ－ム

ジュニア・ラグビー

弓 道

新体操・体操競技 学 校 単 位 参 加

ハンドボ－ル 各学校出場枠男女各１チ－ム

テニス

空手道

相 撲 各学校出場枠３チ－ム

(2) 個人競技・種目の参加数は、以下のとおりとする。

競 技 名 各地区中体連 宮崎地区中体連 備 考

陸上競技 ・指定出場枠 ・１種目１校２名以内
・参加標準記録突破 ・一人２種目以内(リレーを除く)

水泳競技 各種目別４名以内 各種目別８名以内 ・１種目１校３名以内
・一人２種目以内

(ﾘﾚ-･ﾒﾄﾞﾚ-ﾘﾚｰを除く)

ソフトテニス 比例代表制 男女各

卓 球 比例代表制 男女各

弓 道 団体戦出場者及び団体戦に出場でき

ない学校の男女各１名

柔 道（男子） 比例代表制

柔 道（女子） 学校単位参加 各階級参加数制限なし

剣 道 比例代表制 男女各

相 撲 各学校12名以内

体操競技 各学校男女各５名以内

新体操 各学校男女各５名以内

バドミントン 比例代表制 男女各(ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽとも)

テニス 各学 校 ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ 3 名 以 内、ﾀﾞﾌﾞ ﾙ ｽ 5 組 以 内 男女共 (※ ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽは兼ねない)

空手道 各学校男女各８名以内 組手・形



【地域クラブ活動での参加】
団体・個人の参加チ－ム数は以下の表のとおりとする。

競 技 名 団 体 個 人

陸上競技 ・各クラブ１人２種目以内および１種目につき２名以内。ただし、参加
標準記録を突破していること。
・リレーは各クラブ男女各１チーム。ただし、登録メンバー全員が同一
学校に在籍している場合に限る。

水泳競技 ・各クラブ１人２種目以内および１種目につき３名以内。
・リレーは各クラブ男女各１チーム。（フリーリレー・メドレーリレー
ともに）

バレーボール 男女各１チーム

軟式野球 １チーム

ソフトテニス 男女各１チーム 男女各２ペア

卓 球 男女各１チーム 男女各２名

弓 道 各道場男女各１チーム 各道場男女各１名（団体の編成が
できない場合のみ）

サッカー １チーム

バスケットボール 男女各１チーム

柔 道 男女各１チーム 各階級男女各１名

剣 道 男女各１チーム 男女各２名

相 撲 各道場３チーム 各道場１２名

体 操 各クラブ男女各１チーム 各クラブ男女各５名
（登録メンバーは同一学校）

新体操 各クラブ男女各１チーム 各クラブ男女各５名
（登録メンバーは同一学校）

ソフトボール 男女各１チーム

バドミントン 男女各１チーム ダブルス：男女各２ペア
シングルス：男女各２名

ハンドボ－ル 男女各１チーム

ジュニア・ラグビー 各クラブ１チーム

テニス 男女各１チーム ダブルス：男女各２ペア
（登録メンバーは同一学校） （登録メンバーは同一学校）

シングルス：男女各２名

空手道 組手・形ともに男女各１チーム 組手・形ともに男女各２名

駅伝競走 各クラブ男女各１チーム。ただし、登録メンバー全員が同一学校に在籍
している場合に限る。

11 大会実施要項の作成
(1) 大会要項は各競技専門部で作成し、評議員会で決定する。
(2) 大会要項は具体的であり、いずれの人にも理解できるようにする。
(3) 大会要項は事務局で一括印刷し、各学校及び関係機関・団体に配付する。

12 大会役員 別に定める。

13 参加申し込み
【中学校単位での参加】
(1) 大会要項規定により参加資格を得たチ－ム及び個人は、所定の参加申し込み用紙に当該学校長
の承認を得て、各地区中体連会長に３部提出する。

(2) 提出を受けた各地区中体連は、競技ごとに取りまとめ、署名捺印し、所定の期日までに２部を
宮崎県中学校体育連盟事務局に提出する。

(3) 申し込み締切後の選手及び監督等の変更については、所定の変更届によって監督会を最終とし
変更することができる。

(4) 九州大会・全国大会の出場権を得ても、大会への出場ができないことが予めわかっている場合
は申込時に申し出ること。

【地域クラブ活動での参加】
(1) 大会要項規定により参加資格を得たチ－ム及び個人は、所定の参加申し込み用紙に代表者の承
認を得て、県中体連会長に２部提出する。参加料については指定口座に振り込むこと。



(2) 申し込み締切後の選手及び監督等の変更については、所定の変更届によって監督会を最終とし
変更することができる。

(3) 九州大会・全国大会の出場権を得ても、大会への出場ができないことが予めわかっている場合
は申込時に申し出ること。

14 表 彰
(1) 団体競技優勝チームには優勝旗及び賞状を、２位～３位には賞状を授与する。但し、決勝リ－
グを実施する競技は４位まで表彰できる。

(2) 団体競技１位～３位入賞チ－ム登録全選手に賞状を授与する。但し、決勝リ－グを実施する競
技は４位まで表彰できる。

(3) 個人戦１位～３位選手に賞状を授与する。

15 組 合 せ
(1) 宮崎県中学校総合体育大会の組合せは、オ－プン抽選を原則とする。但し、団体戦でシ－ド制
を導入する場合は、宮崎県中学校秋季体育大会１位・２位地区の代表校及び県中学校体育連盟競
技専門部で検討・承認した（地域クラブ活動を含む）２チ－ム計４チ－ムまでをシ－ドできる。
尚、シ－ド順位については、競技専門部及び理事会で検討し決定する。

(2) 個人戦でシ－ド制を導入する場合は、九州中学校体育大会の参加数までとする。

16 そ の 他
【中学校単位での参加】
(1) 学校単位参加とは、地区代表制でなく、各学校単位で県大会に参加できることを意味する。
(2) 団体戦及び個人戦の比例代表枠の基準は、地区大会団体戦参加校数による。
(3) 学校が統合された場合、団体戦及び個人戦の比例代表枠の基準は、該当地区の前年度地区秋季
大会団体戦参加校数による。

【地域クラブ活動での参加】
(1) 責任ある代表者・指導者が生徒を引率すること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険（ス
ポーツ安全保険）等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。

(2) 県中体連の開催基準および出場競技要項等に従い、大会の円滑な運営に協力すること。
(3) 大会参加申込に当たっては、宮崎県中学校体育連盟ホームページを参照すること。



中学校総合体育大会 地域クラブ活動の参加に伴う今後の動きについて 

【年度】 【月】 【県中体連・各中学校の動き】 【各競技団体・地域クラブ活動の動き】 

R４年度 
 

２月 ① 県中体連は各競技団体に対し、R5 県
総合大会に「地域クラブ活動の代表」と
して出場するチーム・選手の推薦を依
頼する。 

 

３月  ② 各競技団体は、R5県総合大会に「地域ク
ラブ活動の代表」として推薦するチーム・
選手の選考を行う。 

R５年度 
 

４月  
 
④ 県中体連は、「地域クラブ活動の代
表」として推薦されたチーム（個人の場
合は所属クラブ）に対し、所属生徒を対
象とした参加確認書を配布する。 

③ 各競技団体は R5県総合大会に「地域クラ
ブ活動の代表」として推薦するチーム・選
手を決定し、県中体連へ報告する。 
※４月中までに。 

５月  
 
 
⑥ 各中学校は、該当生徒（地域クラブ活
動と学校部活動両方に所属し活動して
いる生徒）から参加確認書を受け取り、
「中学校として大会に参加するのか」
「地域クラブ活動として大会に参加す
るのか」を把握する。 
それをもとに地区大会の申込を行う。 

⑤ 「地域クラブ活動の代表」として推薦さ
れたチームの代表者は、以下に該当する生
徒を対象に参加確認書を書かせる。 
※地域クラブ活動と学校部活動両方に所属
し活動している生徒。 

６月 ⑦ 地区総合大会へ出場。  
７月 ⑧ 県総合大会へ出場。 ⑧ 県総合大会へ出場。 
８月 ⑨ 九州・全国大会へ出場。 ⑨ 九州・全国大会へ出場。 
９月 ⑩ 県中体連は各競技団体に対し、R6 県

総合大会に「地域クラブ活動の代表」と
して出場するチーム・選手の推薦を依
頼する。 

 
 
⑫ 地区秋季大会へ出場。 

 
 
 
⑪ 各競技団体は、R6県総合大会に「地域ク
ラブ活動の代表」として推薦するチーム・
選手の選考を開始する。※期間は R6.3 ま
で。選考方法は各競技団体に一任する。 

１０月   
１１月 ⑬ 県秋季大会へ出場。 ※秋季大会に「地域クラブ活動代表枠」はない。参加対象は

学校部活動のみ。 
１２月   
１月   
２月   
３月   

R６年度 
 

４月  
 
⑮ 県中体連は、「地域クラブ活動の代
表」として推薦されたチーム(個人の場
合は所属クラブ)に対し、所属生徒を対
象とした参加確認書を配布する。 

⑭ 各競技団体は R6県総合大会に「地域クラ
ブ活動の代表」として推薦するチーム・選
手を決定し、県中体連へ報告する。 

 ※４月中までに。 

５月  
 
⑰ 各中学校は、該当生徒（地域クラブ活
動と学校部活動両方に所属し活動して
いる生徒）から参加確認書を受け取り、
「中学校として大会に参加するのか」
「地域クラブ活動として大会に参加す
るのか」を把握する。 
それをもとに地区大会の申込を行う。 

⑯ 「地域クラブ活動の代表」として推薦さ
れたチームの代表者は、以下に該当する生
徒を対象に参加確認書を書かせる。 
※地域クラブ活動と学校部活動両方に所属
し活動している生徒。 

６月 ⑱ 地区総合大会へ出場。  
７月 ⑲ 県総合大会へ出場。 ⑲ 県総合大会へ出場。 

※ ① → ② → ③・・・の順で手続きを進めていく。 



〇 本資料に出てくる言葉について（解説） 

県中体連とは･･･宮崎県中学校体育連盟のこと。本資料は事務局(宮崎西中)の動きを記載している。 

 

各中学校とは･･･それぞれの中学校のこと。本資料では主に、県総合大会の代表として推薦された

地域クラブ活動と学校部活動の両方に所属し活動している生徒の対応について

記載している。 

学校部活動のみで活動している生徒、地域クラブのみで活動している生徒、また 

は、県総合大会の代表に推薦されなかった地域クラブ活動と学校部活動の両方に 

所属し活動している生徒に関しては、参加確認書をとる必要はなく、これまでど 

おりの対応を行う。 

 

各競技団体とは･･･宮崎県スポーツ協会に加盟している各競技団体組織のこと。 

例）宮崎県軟式野球連盟、宮崎県バレーボール協会、宮崎県剣道連盟、等 

 

地域クラブ活動とは･･･各競技団体に登録している地域のクラブチームや道場のこと。 

 

 

〇 所属状況ごとの対応について(例) 

   ※赤字は申込種別を表しています。 

 

 

部活動所属 クラブ所属 部活動・クラブ両方所属 

競技団体が推薦 

部活動・クラブ両方所属 

地区総合大会に出場 

クラブ所属 

競技団体が推薦 
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個人 団体（ﾘﾚｰ）

陸上 ◯ △
ﾘﾚｰは、登録ﾒﾝﾊﾞｰが同一学校に限り、
地域クラブ活動所属での参加が可能

●複数の種目（ﾘﾚｰを含む）に出場する場合、種目
によって異なる所属から出場することはできな
い。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

駅伝 △
駅伝は、登録ﾒﾝﾊﾞｰが同一学校に限
り、地域クラブ活動所属での参加が可
能

複数の所属から参加することはできない。

2 水泳 ◯ ◯ 日本水連への団体登録 どちらでも◯

●地域クラブ活動の登録所在地の都道府県から参
加すること。できない場合は学校から参加するこ
と。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

3
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ

△

地域移行ﾓﾃﾞﾙ地区や自治体主体で地域
移行を進めるために発足した地域移行
ｽﾎﾟｰﾂ団体、地域移行の受け皿となっ
ているｽﾎﾟｰﾂ団体等は参加可

※　詳細は下記参照

中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯
県中体連事務局及び県中体連バスケットボール専
門部で、条件を満たしているか確認の上で参加を
認める。

4 ｻｯｶｰ △

U15ﾁｰﾑがｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟に加盟していな
いこと。（ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟に所属してい
るｸﾗﾌﾞ内からは、U15ﾁｰﾑ及びｾｶﾝﾄﾞﾁｰﾑ
も参加できない）

・JFAへのﾁｰﾑ登録必要
・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟に加盟
していないこと。

どちらでも◯

令和５年度　宮崎県中学校総合体育大会　地域クラブ活動の参加の特例　各競技細則まとめ（全国大会・九州大会に準ずる）

【共通事項】
◎　宮崎県在籍から他県の中総体へ参加することはできません。また、他県在籍から宮崎県中総体への参加はできません。
◎　同一団体から複数ﾁｰﾑの参加はできません。
◎　地区大会・県大会申込から九州大会・全国大会まで、出場団体の変更はできません。
◎　複数チームへの監督等の登録はできません。

団体（ﾘﾚｰ）出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名
地域クラブ活動の参加

日本陸連への団体登録1 どちらでも◯



個人 団体（ﾘﾚｰ）

5 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◯
日本協会への
ﾁｰﾑ・個人登録

どちらでも◯

●日本協会が主催する全国ｸﾗﾌﾞ大会および予選大
会（地区大会含む）に参加した場合は中学校体育
連盟が主催する全国中学校体育大会および予選大
会（地区大会含む）への出場は認めない。
●合同ﾁｰﾑについては、宮崎県中学校体育連盟の規
定に準ずる。

6 軟式野球 ◯
都道府県軟式野球連盟
への加盟

①日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｺｰﾁ1（軟式野
球）
②日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｺｰﾁ3（軟式野
球）
③BFJ公認野球指導者基礎Ⅰ（U15）
※監督の保有を必須とするが、保有
していない場合には、代表者、ｺｰﾁの
うち最低1名の保有を必須とする。

●大会運営、審判員派遣の依頼に対応できる人員
を確保している。
●審判員については、「一般財団法人全日本野球
協会 ｱﾏﾁｭｱ野球規則委員会公認3級審判員」以上の
保有を必須とする。

7 体操 ◯ △
団体参加の場合はすべての選手が同一
校に在籍していること。

都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯

●都道府県にﾌﾞﾛｯｸ大会団体出場枠が複数与えられ
ている場合、少なくとも1枠は学校登録団体とす
る。学校登録団体がない場合には地域クラブ活動
登録団体から補充する。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

8 新体操 ◯ △
団体参加の場合はすべての選手が同一
校に在籍していること

継続的に活動し、日本
体操協会の所属団体及
び指導者の登録をして
いる。

日本体操協会への指導者登録

●監督及び選手は一人につき一所属とする。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

9 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ◯

中学校の部活動ﾁｰﾑが大会に参加する
場合、その中学校の生徒のみで編成さ
れた地域クラブ活動の参加は認めな
い。

JVA-MRSへのﾁｰﾑ・個人
登録

JSPO公認指導者資格（成人）
※R7.3.31までは取得期間

●募集要項やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で公募していること。
●年間を通じて、日常持続的週単位に練習してい
る場所と所在地が一致していること。
●ﾁｰﾑや団体として規約があること。
●各種大会に大会役員として派遣できる指導者が
いること。

競技名
地域クラブ活動の参加

団体（ﾘﾚｰ）出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件



個人 団体（ﾘﾚｰ）

10 ｿﾌﾄﾃﾆｽ ◯ ◯ 都道府県連盟への登録 どちらでも◯
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。

11 卓球 ○ △

団体戦については、学校部活動が地域
移行されたｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞとする（令和5年
度の措置）。地域移行されたｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
ﾌﾞかどうかの判断は県中体連事務局及
び県中体連卓球専門部が行う。
※　詳細は下記参照

大会への参加を希望する
地域ｽﾎﾟｰﾂ団体等の構成
員は日本卓球協会、各都
道府県卓球連盟、各都道
府県中体連の登録及び年
会費の支払いを行うこ
と。

日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者（卓
球）を取得していること（令和6年度
末までに取得し、資格取得者が必ず1
名は在籍していること）

●地域クラブ活動の構成員は代表者、事務担当
者、指導者、所属中学生とする。所属中学生以外
は20歳以上の成人とする。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。

12 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◯ ◯

構成員の日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
協会・都道府県協会会
員登録及び年会費支払
いを行うこと。

日本協会公認審判員3級以上を取得し
ていること。（取得が困難な場合
は、都道府県の審判講習会に参加す
ること）
※R8から公認指導者最低１名必要

●地域クラブ活動の構成員は、代表者・事務担当
者（日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会・都道府県協会登録の際の
管理者）・指導者・所属中学生とする。所属中学
生以外は、成人（20歳以上）とする。
●シングルス・ダブルスを兼ねて出場することは
できない。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。

13 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ◯ 日本協会へのﾁｰﾑ登録

①日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｺｰﾁ1（ソフト
ボール）
②スタートコーチ
※代表者、ｺｰﾁのうち最低1名の保有
を必須とする。

●１年以上の登録、活動実績があるものとする。

14 柔道 ◯ ◯

●ﾁｰﾑとして「団体登録」を済ませて
いる。
　→団体戦に出場可
●競技者として「競技者登録」を済ま
せている。
　→個人戦に出場可

公益財団法人全日本柔道
連盟（以下、全柔連）が
定めた令和4年度期間内
において、各都道府県柔
道連盟（協会）を通して
全柔連に加盟、登録を済
ませている。

大会の引率、監督、帯同ｺｰﾁは、全中
大会においては全柔連公認指導者資
格A指導員またはB指導員の資格を有
していなければならない。県大会に
おいてはC指導員以上の資格を有して
いなければならない。

●柔道修業期間を6か月以上経過した中学生のみ、
大会に参加することができる。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。

15 剣道 ◯ △

団体戦については、地域移行ﾓﾃﾞﾙ地区や、
自治体主導で地域移行を進めるために発足
した地域移行ｽﾎﾟｰﾂ団体、地域移行の受け
皿となっているｽﾎﾟｰﾂ団体等とする。参加
の判断は県中体連事務局及び県中体連剣道
専門部が行う。
※　詳細は下記参照

中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯
●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。

競技名
地域クラブ活動の参加

団体（ﾘﾚｰ）出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件



個人 団体（ﾘﾚｰ）

16 相撲 ◯ ◯
中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯

●地域クラブ活動の登録所在地の都道府県から参加する
こと。できない場合は学校から参加すること。
●地域クラブ活動から出場する場合は（公財）日本相撲
連盟に会員登録をし、ｴﾝﾄﾘｰの際に登録番号と在籍校名
を記入する。
●地域クラブ活動からｴﾝﾄﾘｰの場合も所属学校名は併記
する。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。

17 弓道 ○ ○
中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯

●個人戦の参加は、団体編成ができない場合のみ
に限る。
●中体連主催大会としては県大会まで。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

18
ジュニ

ア・ラグ
ビー

○
中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

①安全・インテグリティ推進講習会の受講者
１名
②セーフティアシスタント資格保持者在籍
③ＪＲＦＵコーチ資格保有者の在籍１名以上

●中体連主催大会としては県大会まで。
●中体連地区大会を別競技で出場して敗退後の登
録は認めない。

19 テニス

シングルス

○
ダブルス

△

△
団体及びダブルスは、登録選手全員が
同一学校に所属していること。

中央競技団体もしくは
都道府県競技団体に登
録されていること。

どちらでも◯

●シングルス・ダブルスを兼ねて出場することはできな
い。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。
●中体連主催大会としては九州大会まで。

20 空手道

組手
○
形
○

組手
○
形
○

県空手道連盟に登録され
た団体であること。

選手及び監督は、（公財）全日本空
手道連盟に登録している会員である
こと。

●団体と個人で異なる所属からの出場はできな
い。
●中体連主催大会としては九州大会まで。

21 スキー ○ ○
全日本スキー連盟に登録
されていること。

複数の種目（ﾘﾚｰを含む）に出場する場合、種目に
よって異なる所属から出場することはできない。

指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名
地域クラブ活動の参加

団体（ﾘﾚｰ）出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務

●地域移行モデル地区や自治体主体で地域移行を進めるために発足した地域移行スポーツ団体
　⇒令和３年度における運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集について：スポーツ庁 (mext.go.jp)に掲載されている地区が該当する。ただし、地区は該当して
いてもバスケットボール部が対象になっていない地区は該当しない。これとは別に、各市区町村が主導で地域移行を進めている場合にも該当する。
●地域移行の受け皿となっているスポーツ団体
　⇒単独校での活動が困難であるなどの理由で日常的に活動が持続されており、複数校の生徒が参加する形態で活動している団体を意味する。あくまで地域移行の受け皿が
主目的の団体を対象としているため、複数校から一部の選手のみ選抜された形でのスポーツ団体を意味するものではない。

【ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、卓球（団体）、剣道（団体）の参加条件について（詳細）】


