インターハイ都予選（6月18日開催）大会運営上の留意点
昨年度に比べて大会日数を１日減らしたこと、さらにはＣＡＲＥシステム運用開始に
ともなう会場確保の観点から、今年度の大会運営を男女別に実施しております。今回、
男子の試合開始時間が大幅に遅れることをふまえ、以下の通り大会運営を行いますの
で、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

１．日程
女子個人戦
8:30～9:30
9:55

受付・計量

男子団体戦
※男子参加校は任意

柔道衣コントロール

10:00

開会式（女子開始式）

※男子選手は練習会場に待機

【会長挨拶・試合場の注意・選手宣誓】

10:15頃

試合開始
11:00～11:30

12:40頃

女子表彰式

受付

12:40頃

柔道衣コントロール

12:50頃

男子開始式

【優勝杯返還・試合場の注意】

※原則として、女子選手は７階から退場

13:00頃

試合開始

17:00頃

閉会式（男子表彰式）

２．男子団体戦参加校の受付について
○8:30～9:30に受付を済ませたチームは、11:00からの受付は不要です。
○9:30以降(受付不在時間)に入場したチームは、11:00からの受付を済ませてください。
○11:00～11:30の受付は、４階カウンターにて競技委員会の担当者が行います。
○大会役員や女子監督を兼任するため、11:00～11:30の受付に対応できない先生方につい
ては、競技委員会で把握し、選手のみでの受付を認めます。

３．練習会場について
○６階国際部道場および５階少年部道場のみ終日利用可能です。（学校道場は不可）

４．試合時間について
○男子団体戦の決勝リーグは、すべて４分間で行います。
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時間

第１試合場

第２試合場

第３試合場

第４試合場

柔道衣コントロール（女子個人戦）

10:00

開会式（女子開始式）
52kg １回戦 №1～5

57kg １回戦 №1～5

63kg １回戦
№1～9

52kg ２回戦
№6～21

57kg ２回戦
№6～21

63kg ２回戦
№10～17

48kg １回戦
№1～13

48kg ２回戦
№14～21

78kg １回戦 №18
63kg ３回戦 №19～22

70kg １回戦 №22～24
48kg ３回戦 №25～28

52kg ３回戦
№22～29

57kg ３回戦
№22～29

70kg ２回戦 №29～32

52kg ４回戦 №30～33

57kg ４回戦 №30～33

48kg左 準決勝 №33
57kg左 準決勝 №34
70kg左 準決勝 №35
78kg超左 準決勝 №36
48kg 決勝 №37
57kg 決勝 №38
70kg 決勝 №39
78kg超 決勝 №40

48kg右 準決勝 №34
57kg右 準決勝 №35
70kg右 準決勝 №36
78kg超右 準決勝 №37

52kg左 準決勝 №34
63kg左 準決勝 №35
78kg左 準決勝 №36

78kg ２回戦 №23～26
78kg超 １回戦 №27、28
52kg右 準決勝 №29
63kg右 準決勝 №30
78kg右 準決勝 №31

52kg 決勝 №37
63kg 決勝 №38
78kg 決勝 №39

女子表彰式・柔道衣コントロール（男子団体戦）・男子開始式
13:00頃
男子Ａ １回戦 №1

男子Ｂ １回戦 №1

男子Ｃ １回戦 №1

男子Ｄ １回戦 №1

男子Ａ １回戦 №2

男子Ｂ １回戦 №2

男子Ｃ １回戦 №2

男子Ｄ １回戦 №2

男子Ａ １回戦 №3

男子Ｂ １回戦 №3

男子Ｃ １回戦 №3

男子Ｄ １回戦 №3

男子Ａ １回戦 №4

男子Ｂ １回戦 №4

男子Ｃ １回戦 №4

男子Ｄ １回戦 №4

男子Ａ １回戦 №5

男子Ｂ １回戦 №5

男子Ｃ １回戦 №5

男子Ｄ １回戦 №5

男子Ａ ２回戦 №6

男子Ｂ ２回戦 №6

男子Ｃ ２回戦 №6

男子Ｄ ２回戦 №6

男子Ａ ２回戦 №7

男子Ｂ ２回戦 №7

男子Ｃ ２回戦 №7

男子Ｄ ２回戦 №7

男子Ａ ２回戦 №8

男子Ｂ ２回戦 №8

男子Ｃ ２回戦 №8

男子Ｄ ２回戦 №8

男子Ａ ２回戦 №9

男子Ｂ ２回戦 №9

男子Ｃ ２回戦 №9

男子Ｄ ２回戦 №9

男子Ａ ３回戦 №10

男子Ｂ ３回戦 №10

男子Ｃ ３回戦 №10

男子Ｄ ３回戦 №10

男子Ａ ３回戦 №11

男子Ｂ ３回戦 №11

男子Ｃ ３回戦 №11

男子Ｄ ３回戦 №11

男子Ａ ４回戦 №12

男子Ｂ ４回戦 №12

男子Ｃ ４回戦 №12

男子Ｄ ４回戦 №12

男子 決勝リーグ
１巡目 Ａ－Ｂ №13

男子 決勝リーグ
１巡目 Ｃ－Ｄ №13

男子 決勝リーグ
２巡目 Ａ－Ｄ №14

男子 決勝リーグ
２巡目 Ｂ－Ｃ №14

男子 決勝リーグ
３巡目 Ａ－Ｃ №15

男子 決勝リーグ
３巡目 Ｂ－Ｄ №15

閉会式（男子表彰式）
※時間はあくまでも目安です。進行状況により、会場が変更になることがありますので、ご注意下さい。

