
平成３１年４月１５日 

 

地区育成会会長 各位 

 

福井市相撲連盟 

                       会 長 川村 正男 

                              （公印省略） 

福井市子ども会育成連合会 

                       会 長 坂田 裕幸 

                              （公印省略） 

公益社団法人福井青年会議所 

                       理事長 岩本 雄太 

（公印省略） 

 

第４６回福井市少年相撲大会 

第３５回わんぱく相撲福井大会開催の開催について 

 

陽春の候、貴台におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、青少年の健全育成並びに本会の事業に多大なご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

つきましては、みだしの大会を下記のように開催いたしますので、貴地区の

参加者をお取りまとめのうえ、別添申込書にて参加申し込み頂きますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

１．日 時  令和元年６月２２日（土曜日） 

午前８：３０～午後４：００頃 

２．会 場  福井県立武道館相撲場 福井市三ツ屋町 8-1-1 電話 26-9400 

３．申 込 先  〒910-8511 福井市大手３丁目 10-1  

 福井市役所 福井市教育委員会事務局 青少年課内 

 福井市子ども会育成連合会事務局 電話 20-5418 fax20-5434 

４．競技上の  福井市相撲連盟副会長 福井 秀夫 

お問合せ先  電話 22-6336 携帯 090-8967-7335 

５．そ の 他  大会要領・確認留意事項・申込書（団体戦・個人戦）は 

別添のとおり 



第４６回福井市少年相撲大会 

第３５回わんぱく相撲福井大会  大会要領 

 

目 的  子ども会の交流活動を活発にすすめ、心身ともに健全で明るい

たくましい「福井っ子」の育成と、相撲競技の普及を目的とする。 

 

    

主 催 福井市相撲連盟 

 （公社）福井青年会議所 

 （一社）福井市体育協会 

    

共 催 福井市子ども会育成連合会 

 株式会社福井新聞社 

 

後 援 福井市教育委員会 

 福井テレビ 

 

日 時 令和元年６月２２日（土曜日） 午前８：３０～午後４：００ 

 受 付 午前８：３０～ 

 開 会 式 午前９：００～ 

 競技開始 

  団体戦 午前９：３０～ 

 個人戦 団体戦終了後 

 

会 場 福井県立武道館相撲場 福井市三ツ屋町 8-1-1 電話 26-9400 

 

参加資格 福井市地区育成会所属の小学生チーム及び選手 

 

競技方法 トーナメント方式 

  団体戦は低学年の部（１年～３年）と、高学年（４年～６年）

の二部制とし、個人戦は、１～３年生は男女混合。 

４～６年生は男子のみの個人戦と女子のみ（４～６年生共通）

のトーナメント戦とする。 

  ただし、個人戦申し込み少数の場合はリーグ戦とする。 



種別・チーム編成 

１）団体戦（各部門とも１地区各２チーム以内） 

 低学年の部（１年１人、２年２人、３年２人 計５人） 

 高学年の部（４年１人、５年２人、６年２人 計５人） 

 ※いずれも交代選手３名以内。 

  

２）個人戦 

 各学年とも参加人数は自由とする。 

※団体戦出場選手も参加できる。 

 

表 彰 団体戦、個人戦ともに１～３位までを表彰する。 

 

申し込み  別紙申込書で各地区育成会を通じ、令和元年５月３１日（金曜

日）までに、下記あてに申し込む。 

記 

〒910-8511 福井市大手３丁目 10-1  

福井市役所 福井市教育委員会事務局 青少年課内 

福井市子ども会育成連合会事務局 電話 20-5418 fax20-5434 

 

抽 選 会 事務局にて、ＪＣ立会いのもと代理抽選を行う。 

 

そ の 他 ①個人戦の小学４年生、５年生、６年生の４位以上に、第３５回

わんぱく相撲男子全国大会（福井県代表者決定戦）の出場資格を

与える。※出場資格は男子のみとする。 

 

②参加選手は全員、子ども会安全共済会等に加入していること。 

 

③団体戦においては、該当学年がいない場合は、低い学年の選手

を登録・出場することができる。 

 

④個人戦、団体戦ともに参加については、保護者の同意を必要と

する。 

※全国大会出場を含めて。 

 

⑤競技に使用する「まわし」は、参加地区にて用意のこと。 

（まわしの無い地区は事前に連絡すること） 

まわしには、地区名の名札を付けて下さい。 



 

 

 

確認留意事項 

 

1 前年の入賞地区は、当日必ずトロフィーをご持参ください。 

 

2 選手宣誓は、団体高学年の部の１番チームより出してください。 

 

3 駐車場については確保されていませんので、各チームに十分ご考慮の上ご

協力ください。参加選手のご家族にも十二分にご協力の程、特にご配慮を

お願いします。 

 

4 各チームは１０枚以上の足拭き雑巾等を用意して会場の清掃にご協力くだ

さい。ごみはゴミ箱を用意しませんので各自持ち帰ってください。各地区

役員、チーム関係者は、試合中は勿論、帰りの際にも、また児童等に対す

る公衆道徳マナーの向上の為にも、十二分にご注意ください。 

 

5 入り口は、正面玄関から入り、履物は各自毎に下足袋に入れ、各自が会場

までご持参ください。※玄関の下足箱は、利用しないでください。 

 

6 メンバー表の提出は、前チームの取り組みが始まる前迄に本部まで提出願

います。※提出がない場合、棄権とみなされる場合があります。 

 

7 個人戦の出場申込児童で、当日休場の場合は、休場者名簿を団体戦が終わ

る前までに本部まで提出ください。 

 

8 武道館に対し、当日を含めて運営等に関する一切の電話照会等は、迷惑に

なるので絶対にしないこと。※但し、緊急の事態が発生の場合を除く。 

 

9 隣の相撲練習場は、借り上げていないので絶対使用しないでください。 

 

10 選手の観戦等のマナーが特に悪い場合は、棄権させる場合がありますので、

各地区・チームは、十分ご配慮をお願いします 

 

11 閉会式にはできるだけ全員参加とし、３位以上のチーム・個人は、必ず受



賞を受けてください。尚、個人の４・５・６学年優勝者（男子）は、閉会

式の後に諸説明をしますので本部前に集合してください。 

以上、運営等に関することは、審判委員長を含め、大会本部が指示をします。 



監督又は 連絡先

引率責任者氏名 （Tel)

上記のとおり、参加申込みます。

令和元年　　　　月　　　　日

メンバー表の提出は、監督会議までに本部まで提出願います。

大将３

補１年

補２年

補１年

補２年

補３年

学校名
氏　　名

先鋒１

学年

二陣２

中堅２

副将３

大将３

中堅２

二陣２

学年
氏　　名

先鋒１

印

ふりがな ふりがな
学校名

副将３

地区

※提出がない場合、棄権とみなされる場合があります。

補３年

２０１９　　　　相　撲　大　会　参　加　申　込　書

団体戦（低学年の部） 団体戦（低学年の部）

チーム名 チーム名



監督又は 連絡先

引率責任者氏名 （Tel)

上記のとおり、参加申込みます。

令和元年　　　　月　　　　日

メンバー表の提出は、監督会議までに本部まで提出願います。

※提出がない場合、棄権とみなされる場合があります。

２０１９　　　　相　撲　大　会　参　加　申　込　書

団体戦（高学年の部） 団体戦（高学年の部）

チーム名 チーム名

補６年

地区

印

ふりがな ふりがな
学校名

中堅５

二陣５

学年
氏　　名

先鋒４

補５年

補６年

副将６

二陣５

中堅５

副将６

補４年

大将６

学校名
氏　　名

先鋒４

学年

大将６

補４年

補５年



＊男女の性別を必ずご記入ください。

上記のとおり、参加申込みいたします。

地区育成会名 地区

会長名 印

令和元年　　　　月　　　　日

申込み責任者 連絡先（TEL)

ふりがな
学年 性別 学校名 学年

氏　　名 氏　　名

ふりがな
性別 学校名

２０１９        個　人　戦　申　込　書


