
 
            令和４年度 第７５回北海道高等学校ボクシング競技選手権大会 
            兼 第７６回全国高等学校総合体育大会ボクシング競技北海道大会 

開 催 要 項 
 

主   催   北海道高等学校体育連盟、北海道教育委員会、北海道ボクシング連盟 
後   援   朝日新聞北海道支社、北海道新聞社 
主   管   北海道高等学校体育連盟ボクシング専門部 
             北 海 道 高 等 学 校 体 育 連 盟 札 幌 支 部                    
当 番 校   北海道札幌工業高等学校                      Tel 011-727-3341 
        〒060-0820  札幌市北区北２０条西１３丁目      Fax 011-727-3344 
                          
１．期  日  令和４年６月 ７日（火）～１０日（金） 
           ７日（火）  9:00  インティグリティー研修 
                 10:00  スポーツエントリーズチェック 
                 11:00 監督会議及び組合せ抽選   

13:00 健診・計量(出場選手のみ） 
                 14:00 ボクシング専門部会 
                 16:00  後競技開始（予定） 
           ８日（水）  8:50  受付  9:00 健診・計量(出場選手のみ) 12:00 競技開始 
           ９日（木）  8:50  受付  9:00 健診・計量(出場選手のみ) 12:00 競技開始 
          １０日（金）  8:50  受付  9:00 健診・計量(出場選手のみ) 12:00 競技開始 14:30 表彰式予定 
 
２．会  場  札幌市北区体育館 格技場           Tel 011-763-1522 
                〒001-0908 札幌市北区新琴似 8条 2丁目 1-25   Fax 011-763-1523 
 
３．競技階級  男子：ピン級よりミドル級までの８階級(Ｐ級 44～46kg、LF級 46～49kg、F級 49～52kg、B級 52～56kg 
                          Ｌ級 56～60kg、LW級 60～64kg、W級 64～69kg、Ｍ級 69～75kg） 
                女子：ピン級(43～45kg)、ライトフライ級(45～48kg)、フライ級(48～51kg)、 

バンタム級(51～54kg)、ライト級(57～60kg)の５階級 
 
４．競技規則  （１）一般社団法人日本ボクシング連盟（以下、日連）競技規則を適用する。 
         (２)選手は、日連が認める場合を除いて、自分が通学する学校以外の学校名、社名、商標、社章等が記載 
          されたユニフォームを着用してはならない。 
                (３)大会には、学校対抗の選手として参加を許可するものであり、ユニフォーム等は所属校が認めるもの 
           を着用しなければならない。 
 
５ 競技方法  (１)個人選手権とするが、学校対抗も兼ねる。また、女子に関しては学校対抗に入れない。 
        (２)３ラウンド（１ラウンド２分） 
        (３)トーナメント方式で行い、優勝・準優勝・３位（２名）を決定する。３位決定戦は行わない。 
 
６ 引率責任者 (１)引率責任者は校長の認める学校の教諭とする。また、監督は校長から引率を委嘱された「部活動指  
   及 び 監 督        導員」(学校教育法施行規則第 78条の２にしめされた者）も可とする。 
        (２)監督・コーチは校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険（スポー 
          ツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 
                (３)出場する選手は必ず引率責任者によって引率される。引率責任者は、選手のすべての行動に対して責 
          任を負うものとする。 
 
７．参加資格  (１)選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であ 
          ること。ただし、休学中、留学中の生徒は除く。 
        (２)選手は、北海道高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技事項により参加資格を得た者であ 
          ること。 
        (３)年齢は、平成 15(2003)年４月２日以降に生まれたものとする（４月２日を起算として１９才未満）。 
          但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。（「出場」とは登録やエ

ントリーではなく、試合への出場回数をさし、専門部が責任を持って調整・確認する。） 
        （４)チーム編成において、全日制課程・定時制課程・通信課程の生徒による混成は認めない。 
        （５)複数校合同チームの大会参加は認めない。但し、統廃合の対象となる学校については、統廃合完了前 
          の２年間に限り合同チームによる大会参加を認める。 
        （６)転校・転籍後６ケ月未満のものは参加を認めない（外国留学生もこれに準ずる）。但し、一家転住な

どやむを得ない場合は、北海道高等学校体育連盟支部長の許可があればこの限りではない。 
        (７)出場する選手は、本年度の総合健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。総合健診 
          については、選手手帳の本年度分「健康診断記録」に必要事項が記載され、捺印がされていること。 
        (８)申し込み日までに日連へ令和４年度の登録済み生徒であること。（未登録者は申込みを受けつけな

い）その他、ＣＴ及びＭＲＩ(初回健診)を受診し、且つ節目及び年次の総合健診を受けている者とす
る。また、参加申込書には必ず登録番号を記入すること。 

        (９)選手は、選手手帳の携帯を必要とする。不携帯の場合は出場させない。なお、競技会場において、選 
          手手帳を忘れた生徒には新たな更新を行わない。よって、選手手帳不備のものは事前に準備すること。 
                    ｱ)選手手帳は、決勝まで勝ち進むとして、記入できる決勝までの日数分あること（コピー不可）、途 
           中で記録欄がなくなった場合は失格とする。大会ごとに新しいページにする必要はありません。 
                    ｲ)選手手帳を更新した場合、前の手帳も持参すること。持参しない場合は失格とする。 
                    ｳ)選手手帳には必ず写真を貼付すること。写真がない場合は失格とする。 
        (10)初登録選手は、実練習期間が６ケ月を経過し、指導者が出場可能と認めた場合、本大会に出場するこ 
          とができる。その際、初の実戦競技大会出場時に「実践競技出場資格証明書」を北海道連盟へ提出済 
          みであること。 
        (11)主催大会参加者災害補償制度に加入していること。 
        (12)大会参加までに全国高等学校ボクシング専門部に加盟していること。（なお、詳しい申込み方法は、 
          全国高等学校ボクシング専門部のＨＰ；http://www.koukou-boxing.com/を参照のこと） 

(13)本大会に出場する選手は、いかなる理由も選手変更は認められない。 
        (14)参加資格の特例 
          ｱ)上記(１)(２)に定める生徒以外で、当該競技実施要領により大会参加を満たすと判断され、北海道 



           高等学校体育連盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。 
          ｲ)上記(３)のただし書きについては、学年の区別を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技 
           ３回までとする。なお、高等専門学校については、第３学年までの１９歳未満の者に限る。 
  
【大会参加資格の別途規定】 
        １ 学校教育法 72条、115条、124条及び 134条の学校に在籍し、北海道高等学校体育連盟の大会に参

加を認められた生徒であること。 
        ２ 以下の条件を具備すること。 
         (1)大会参加を認める条件 
         ｱ)北海道高体連の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 
         ｲ)参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限  
          ともに高等学校と一致していること。また、広域通信制連携校の生徒による混成は認めない。 
         ｳ)各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任のある顧問教員の指導のも 
          とに適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切で 

あること。 
         (2)大会参加に際して守るべき条件 
         ｱ)北海道高等学校体育連盟基準要項を厳守し、競技種目別大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会 
          の円滑な運営に協力すること。 
         ｲ)大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害・賠償責任 
          保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 
                  ｳ)大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 
 
８ 参加制限  (１)学校ごとの参加制限は設けないが、階級ごとに順位を付けること。日程内に競技が終了しない組み合 
          わせとなる場合、専門部事務局・当番校担当者で協議の上、順位の低い選手の参加を制限することが 
          ある。制限をする選手については、申込締め切り後、速やかに当番校より当該校に連絡する。 
                (２)外国人留学生の参加については、「各学校の実エントリー数の 20％」までとする。 
                (３)各学校チームは、監督１名、コーチ 1名、セカンド、選手・引率責任者１名で構成する。監督、コー

チ、セカンドは日連登録者に限る。 
                (４)セカンド 
                  ｱ)日連「公認セカンド制度」に関する規定に準ずる。 
                  ｲ)日連に今年度登録済で、セカンド資格の有取得者であること。 

ｳ)あらかじめ提示された「セカンド届」等により、事前に申請した者であること。 
                  ｴ)今大会のチーフセカンドは日連公認のＢ級以上のセカンド資格を有する者であること。 

ｵ)チーフセカンドは他校の選手のセカンドを行う場合は、その選手との指導実績が客観的に証明され、 
大会会長の許可を得なけらば務めることはできない。 

                  ｶ)大会本部役員、ＮＴＯ・審判大会役員、出場選手は原則として当該大会のセカンドはできない。但し、 
          大会長等が諸事情を勘案許可した場合はその限りではない。 
                  ｷ)イに加えて、日連登録者は、アシスタントセカンドとして、セカンドの補助（椅子出し入れ・うがい 
          補助・マウスガード洗浄等）をセカンドエリア内にて行うことができる。但し、競技者の安全に関わ 
          る緊急の場合を除き、リング内に立ち入ることはできない。 
                  ｸ)セカンドを行う監督・コーチおよびセカンドは、日連が実施する「インティグリティー研修」に参加 

したものに限る。(アシスタントセカンドは除く) 
 
９ 参加申込  (１)所定の様式「参加申込書」（男女共用、女子「申告書」）を作成すること。 
        (２)「参加申込書」には、所属学校長印(朱印)、引率責任者を明記したものを原本として作成し、そのコ 
         ピーを１部作成する。女子選手は、別途「申告書」を作成し、申込書に添付すること。 
               （３）その他に、「出場資格証明書」及び「セカンド届け申込書」も、同封し送付すること。 
        (４) 各学校の顧問は、下記(４)申込先（ア）に原本を郵送で申し込むこと。（ＦＡＸでの申し込みは受

け付けない。） 
        (５)申込先 
         ア 〒060-0820 札幌市北区北２０条西１３丁目    
            北海道札幌工業高等学校               内 
             令和４年度 第７5回北海道高等学校ボクシング競技選手権大会事務局 
                           Tel 011-727-3341  FAX 011-727-3344 
        (６)申込締切 令和４年 5月 21日（金）正午必着（注：申込み後のエントリー変更は、一切認めない） 
        (７)選手変更 申込み後の選手及び階級の変更はできない。 
 
10 参 加 料      (１)１名 １，５００円   
        (２)納入方法 
         ア 参加料は参加申込と同時に各金融機関の依頼書又はＡＴＭ等を用いて、下記の口座に振り込むこと。 
          なお、振込手数料は申込者の負担とする。 
         イ 振込先     指定銀行：北海道銀行 北二十四条 支店 
                                      口座番号：普通 店番号１６３  口座番号１４０６２５７ 
                                      口座名義：北海道札幌工業高等学校 支部当番校 校長 太田潤一 

(３)参加取消に伴う納入金の取り扱い 
                  ア 参加申込期限日までの取消については返金する。 

イ 参加申込期限日後の取消については返金しない。 
 
 
11 表 彰      (１)個人表彰：各階級優勝者、準優勝者及び３位の各選手に北海道高等学校体育連盟賞状を授与する。ま 

た、優勝者には、朝日新聞社よりメダルを授与する。準優勝者には、北海道新聞社よりメダルを授与
する。 

        (２)学校表彰：優勝、準優勝、３位の各学校を表彰する。 
         ア 得点規定  優勝には５点、準優勝者には３点、３位には１点を加点する。但し、抽選の不戦勝を 
                除くものとする。 
         イ 学校順位決定法 
           (ｱ)個人得点の合計点数で決定する。              
         (ｲ)同点の場合には、優勝の数による。            
         (ｳ)(ｱ)(ｲ)が同等の場合には、準優勝の数による。  
          (ｴ)(ｱ)(ｲ)(ｳ) が同等の場合には、３位の数による。 



          (ｵ)(ｴ) で決定できない場合には、同位とする。    
          (ｶ)全日制課程、定時制課程及び通信制課程は区別する。 

 (３)前年度優勝校にレプリカを贈呈する。 
 (４)学校表彰並びに各階級優勝者及び準優勝者の表彰は、閉会式で行う。 
 (５)３位の表彰は、準決勝競技終了後にリング上で行う。 

 
12 全国大会 
  選手派遣  全国大会出場選手については、男子の各級優勝者を対象に、選手派遣検討委員会で最終決定する。 
  選考について 
 
13  監督会議  令和４年６月７日（火）札幌市北区体育館 2F 会議室  監督会議 11:00～ 専門部会 14:00～  
  専門部会  組合せ抽選は、監督会議の際に行う。 
 
14 厳守事項  大会参加選手は必ず引率責任者によって引率され、大会参加心得に合致した生活活動に心がけ、大会の目 
        的達成に努力すること。また、引率責任者は選手の全ての行動に対して責任を負うものとする。 
 
15  連絡事項   (１)セカンドは３名までとし、引率責任者(当該学校教員)は必ず選手に付き添うこと。３名のうち２名が 
  (その他)    リング上に上がることができるが、リング内に入れるのは１名だけである。 
                    また、公認セコンド制度にともない参加申込書にセカンド氏名を記載すること。なお、セカンド 
          が持ち込めるバックに関しては、３２×２０×２０センチまでとする。 
        (２)次のものを各自で持参すること。   
         ア 選手手帳 
         イ  健康申告書 
          ウ  肖像権の使用許可書 
                  エ 競技用ヘッドギア(前頭部及び側頭部には学校名などの記入(刺繍も含む)のないもの。)日連及び  
           ＩＢＡの検定品で、劣化していない競技用に限る。なお，コーナーカラー（赤色及び青色）のもの 
                     を着用しなければならない。 
         オ カッププロテクター（ハイカットタイプは禁止する。） 
         カ 競技用ユニフォーム、トランクス、シューズ 
         キ ガムシールド(赤または赤に類する色の使用は認めない) 
        (３)バンテージについては、日連検定品を使用すること。 
        (４)毛髪等については，「日連医事ハンドブック 2020 CHAPTER X 10-2」を厳守すること。 前頭部を覆 
          う長髪は視野を制限し，眼球障害を引き起こしてしまう。髪の長さは眉・耳たぶ・ 頚（けい）の 
          境界を越えてはならない。長髪の女性は髪をゴムでまとめ，ヘアネットかスイミ ングキャップを 
          かぶってまとめた後にヘッドギアを装着しなければならない。ヘアピン等のア クセサリーを使用 
          してはならない。 
         (５)ユニフォームについて       
          ア  ユニフォームはコーナーカラーのもの（赤色及び青色）に限る。ベルトラインは６cm～10cm 幅の 
                      赤，青以外の色で明白に色別されていること。 
         イ ゼッケンは，競技時の運動・接触等により剥がれ落ち，競技の妨げとなる恐れがあるため 取り付  
                     けないようにすること。 
               （６）健診・計量について 
             ア  スポーツエントリーズチェックにおいて，選手の所属の学校の引率者か代表者のいずれかが参加 
                      し，選手手帳・健康申告書（女子は女子健康申告書を含む）・ユニフォーム（赤色 及び青色）・

肖像権の使用許可書（選手・申請セカンド） ，感染防止対策関係書類（事前申告書および参加承
諾書，健康チェックシートを持参する。不携行の場合は出場できない。(選手は参加不要) 

                (７)競技中の疾病、傷害などの応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。 
        (８)引率責任者は、選手の行動に対して全ての責任を負うものとし、選手は高校生としての本分を忘れ  
         てはならない。 
                (９)選手・監督などは健康保険証を持参すること。 
                (10)健診・計量は次のとおり行う。各日、出場選手のみ実施する。選手・監督は、筆記用具を持参する  
         こと。 
         ア 計量は、パンツ(スパッツは認めない)以外は裸で行い、選手が希望すれば、全裸で計量器に乗るこ 
          とができる。 
         イ 予備計量器は、各学校で準備すること。 
                (11)視力は，裸眼視力０．１以上，矯正視力０．４以上の者の出場を認める。但し，ワンデイソフト   
          コンタクトレンズを装着して競技する者は，その旨を選手手帳及び健康申告書に明記すること。  
                (12)その他   新型コロナウイルス感染症の対策については別途定める。また，大会実施に関する規則等

の変更は「別途連絡事項」で確認すること。 
 

 
 

【問い合わせ先】 
 
   令和４年度北海道高等学校ボクシング競技選手権大会 
   当番校 北海道札幌工業高等学校 
     担 当 山本 悦徳(よしのり) 
     E-meil etutoku@hokkido-c.ed.jp 
 
   〒060-0820 札幌市北区北２０条西１３丁目 
   TEL 011-727-3341  FAX 011-727-3344 
 
 

 
 
 
 


