
わんぱく相撲全国大会参加ＬＯＭ説明会 議事次第 

 

 日時： ２０１９年１０月１３日（日） 

 開会： ９：００～ 

 会場： ボルファートとやま 真珠 

 司会： わんぱく相撲全国大会実行委員会 

東京JC  小田嶋実行委員 

 

１．開  会 

２. ＪＣＩクリード/ミッション/ビジョン唱和 ·································· 高橋実行委員 

３．ＪＣ宣言文朗読並びに綱領唱和 ··········································· 佐野実行委員 

４．資料確認 

５．大会会長挨拶 ··························································· 中原大会会長 

６．次年度実行委員長挨拶 ··········································· 堀口次年度実行委員長 

７．第３５回わんぱく相撲全国大会・第１回わんぱく相撲女子全国大会について 

（１）全国大会報告 ·················································· 丸野副実行委員長 

８．第３６回わんぱく相撲全国大会について 

（１）次年度スタッフ紹介 ······································ 原野次年度副実行委員長 

（２）わんぱく相撲について（事業の趣旨・目的の確認） ·········· 原野次年度副実行委員長 

（３）第３６回わんぱく相撲全国大会開催要項について ················ 高橋次年度実行委員 

（４）日程について ················································ 高橋次年度実行委員 

（５）ブロック大会実施について ···································· 佐野次年度実行委員 

（６）ＨＰについて(協賛、エントリー、商標等) ······················ 黒田次年度実行委員 

（７）わんぱく相撲女子全国大会について 

（８）質疑応答 

９．第２回わんぱく相撲女子全国大会について 

（１）次年度スタッフ紹介 ······································ 原野次年度副実行委員長 

（２）第２回わんぱく相撲全国大会開催要項について ·············· 原野次年度副実行委員長 

（３）日程について ················································ 高橋次年度実行委員 

（４）わんぱく相撲女子全国大会について ···························· 高橋次年度実行委員 

（５）質疑応答 ···················································· 佐野次年度実行委員 黒田次年度実行委員 

１０．第３回わんぱく相撲女子全国大会開催地について 

１１．次回オリエンテーションの開催日について 

  ２０２０年１月１８日(予定)京都会議にて開催予定（１２月に開催案内を送付） 

１２．閉  会 



２０２０年度わんぱく相撲全国大会実行委員会スタッフ 

 

大会会長 伊澤 英太 いざわ えいた 

実行委員長 久保田 悠介 くぼた ゆうすけ 

実行副委員長 小根澤 善徳 おねざわ よしのり 

〃 金木 麗子 かねき れいこ 

実行委員 鈴木 強志 すずき つよし 

〃 今井 恒 いまい ひさし 

〃 五條 希望 ごじょう のぞみ 

〃 江口 大三郎 えぐち だいざぶろう 

〃 堀内 早紀子 ほりうち さきこ 

〃 小嶋 慎吾 こじま しんご 

〃 眞鍋 建宏 まなべ たけひろ 

〃 河瀨 賢介 かわせ けんすけ 

〃   

〃   

〃   



第３６回わんぱく相撲全国大会開催趣旨 
 

［趣  旨］ 

 公益社団法人東京青年会議所は､青少年の健全育成を目的に｢わんぱく相撲｣を実施してきました

が､来年度も｢わんぱく相撲全国大会｣を開催いたします｡１９８１年以来､文部科学省や財団法人日

本相撲協会の協力を得て､｢わんぱく相撲の手引き｣を全国の市町村教育委員会や､当時の６６９Ｌ

ＯＭに配布するなど普及活動を推進してきました｡その結果､現在６９４ＬＯＭ中２１３ＬＯＭで

開催されるなど、全国に普及した大会になっております。このように､全国各地に広がる｢わんぱく

相撲｣の輪を更に大きくし､各地の大会に参加している子供たちに夢と感動の機会を与えると共に

質的にも充実した｢ＪＣの主要事業｣として、｢第３６回わんぱく相撲全国大会｣を公益財団法人日本

相撲協会と共催で開催いたします｡ 

 

［開催の意義］ 

１. ｢スポーツとしての相撲｣を通じ､｢礼｣を学び､｢努力する｣ことや｢思いやり｣等､社会生活に必要

な徳性の涵養の場を与えられる｡ 

２.｢わんぱく相撲全国大会｣を開催することで子供たちに夢を与え､励みとすることができる｡  

３. ｢明るい豊かな社会｣作りを目指す各地青年会議所の基本的な理念であるコミュニティ(地域社

会)の形成という重要な役割を果たすと同時に｢心豊かな青少年の育成｣を強力に推進すること

ができる｡ 

４.広く保護者並びに関係諸団体からも期待される｢わんぱく相撲大会｣は､地域社会に適合し､  

｢ＪＣの主要事業｣として定着化の方向に向かっている｡ 

５. ｢わんぱく相撲｣は､今や全国に普及しており､社会開発運動･社会教育の一環として高く評価さ

れている｡ 



わんぱく相撲全国大会開催要項（案） 
 

１）名  称：第３６回わんぱく相撲全国大会 

２）主  催：公益財団法人日本相撲協会、公益社団法人東京青年会議所 

３）後  援：スポーツ庁、警察庁、東京都、日本放送協会、（公財）日本相撲連盟、読売新聞社 

      （公社）日本ＰＴＡ全国協議会、（公社）日本青年会議所、 

       墨田区 

４）開 催 日：２０２０年１０月１１日（日）（予定） 

５）開催場所：両国国技館（予定） 

６）形  態：わんぱく相撲全国大会とＬＯＭ及びブロック大会 

７）出場選手：全出場選手数 約４万名 

       全国大会（最大）１１５チーム 

８）出場資格：●ＬＯＭ大会（第１次予選）＝各ＬＯＭ大会を開催する地域に在住または在学

する小学生（男女）。但し、在住または在学している地区で大会を開催して

いない場合、近隣のＬＯＭ大会への参加を可能とする。尚、選手のＬＯＭ大

会出場は当該年度１回のみの参加とする。 

開催は、２０２０９年４月～６月末迄とする。 

●ブロック大会（第２次予選）＝各ブロック大会主催者の定めによる。 

開催は、２０２０年６月末までとする。 

●全国大会＝各地青年会議所を通じエントリーのあった１１０チーム。         

チーム編成は、４年生１名、５年生１名、６年生１名、計３名とし、男子に

限る。 

●年齢＝２００８年４月２日から２０１１年４月１日までの生まれで、 

この学年に該当する小学生。 

           ６年生…２００８年４月２日から２００９年４月１日 

       ５年生…２００９年４月２日から２０１０年４月１日 

４年生…２０１０年４月２日から２０１１年４月１日 

※就学延期制度により、生年月日とその学年が異なる場合は、わんぱく相撲全国大会実行委員会 

において資料提出を求め、調査・協議のうえ決定する。 

 

９）競技方法：●ＬＯＭ大会（第１次予選）＝各ＬＯＭ大会主催者の定めによる。 

●ブロック大会（第２次予選）＝各ブロック大会主催者の定めによる。 

●全国大会＝個人戦と団体戦を行う。 

個人戦…各ＬＯＭ大会で選抜された選手によるトーナメント方式で各学年別に行い、

横綱１名、大関１名、関脇２名、小結４名をそれぞれ決定する。 

団体戦…各選手の成績を点数で加算する方式で１１５の出場チームを対象として全学

年の得点順に優勝、準優勝、第３位を選出する。但し同点の場合は、 

１)優勝者(横綱)の数、２)高学年優勝（横綱）又は準優勝（大関）の序列。 

※ブロック大会は、わんぱく相撲全国大会実行委員会の判断により、開催をお願いすることもあり 

 ます。又、競技規定は全国大会出場マニュアルに準じます。 



１０）大会事務局：公益社団法人東京青年会議所に置く。（担当：田島） 

〒102-0093 東京都千代田区平河町２－１４－３ 青年会議所会議所会館2Ｆ 

ＴＥＬ．03－5276－6161 ＦＡＸ．03－5276－6160 

 

１１）供 与 物：（１）全国大会参加メダル、ポスター 

（２）その他（京都会議以降決定する） 

 

１２）宿 泊：全国大会出場選手３名及び引率者１名（ＪＣメンバー）の宿泊は実行委員会が相撲

部屋に手配する。（選手宿泊費は実行委員会負担。引率者の宿泊費は、各ＬＯＭ大

会主催者等の負担とする。） 

 

１３）そ の 他：（１）付随事業として、全国大会前日に「わんぱくスポーツ教室」を開催する 

＊会場の都合により2020年、2021年に関しては開催できない可能性がある。 

＊会場都合により開会式を前日に行う可能性がある。 

（２）大会出場選手には、保険会社と実行委員会の間に傷害保険契約を結ぶ。保険

の適用範囲は、全国大会のみとする。また、全国大会出場選手に対する国内

旅行傷害保険とする。尚、施設賠償保険にも加入する。 

（３）出場選手及び引率者の交通費は、各ＬＯＭ大会主催者または出場者の負担

とする。 

（４）参加エントリー期限は、２０１９年１１月３０日迄とする。 

（５）参加されるＬＯＭは事前に開催されるオリエンテーション（１月の京都

会議）に参加する事を前提に出場を認める。 

（６）入場は無料とする。 



第３６回わんぱく相撲全国大会運営日程 

 

月 日 運 営 に か か わ る 日 程 
2019/10月13日 わんぱく相撲全国大会 参加説明会開催（富山大会）                           

１１月３０日 
わんぱく相撲全国大会 事前大会エントリー締切 

※必ず、１１月３０日までに事前エントリーを完了させてください。 

１２月中旬 エントリーLOMの決定 

１２月下旬 わんぱく相撲全国大会オリエンテーション（京都）開催案内の送付 

2020/1月１８ 

（予定） 

わんぱく相撲全国大会オリエンテーション開催（京都） 

※ＬＯＭ、ブロック、全国大会マニュアル等の配布 
３月中旬 ポスター、メダルの配布（予定） 
４月６日 審判員講習会の開催（場所未定）、ＬＯＭ大会 開催 

６月末 ＬＯＭ、ブロック大会 開催終了 

全国大会出場選手登録 締切り 

７月上旬 取組、席割り、宿泊相撲部屋のホームページ上のシステムによる抽選。 

１０月１０日 

（予定） 

第３６回わんぱく相撲全国大会リハーサル 

わんぱく子ども教室の開催の開催 

１０月１1日  

（予定） 
第３６回わんぱく相撲全国大会 

 

 

※各項目に記載されている日程及び書類等の提出物は、必ず確認し遅れずに参加・ご提出をお願

いします。 

 

 

 

わんぱく相撲全国大会実行委員会 

〒102-0093東京都千代田区平河町2-14-3 青年会議所会館2Ｆ 

公益社団法人東京青年会議所内 TEL.03-5276-6161 FAX.03-5276-6160 



わんぱく相撲女子全国大会開催要項（案） 
 

１）名  称：第２回わんぱく相撲女子全国大会 

２）主  催：公益社団法人名古屋青年会議所（仮） 

３）後  援：未定  

４）開 催 日：２０２０年９月６日（日） 

５）開催場所：愛知県体育館 名古屋市中区二の丸１－１  

６）形  態：男子大会と同様 

７）出場選手：全国大会（最大）１００チーム 

８）出場資格：選抜方法について 

・基本的に、男子の全国大会と同様の方法で選抜をする。 

（地区大会→ブロック大会→全国大会） 

・男子のみの選抜となっていたところに、女子の選抜を加えてください。 

・原則として、６月末までに女子の選抜も終わらせてください 

・チームでの登録となるが、女子は個人戦のみとすることを検討している。 

・各都道府県における出場チーム数は、以下のとおりとすることを検討している 

１LOM～２LOM→代表１チーム出場 

３LOM→代表２チーム出場 

４LOM→代表３チーム 

５LOM 以上→代表４チーム 

●全国大会＝各地青年会議所を通じエントリーのあった５０チーム。          

チーム編成は、４年生１名、５年生１名、６年生１名、計３名とし、女子に限る。 

 

９）競技方法：●ＬＯＭ大会（第１次予選）＝各ＬＯＭ大会主催者の定めによる。 

●ブロック大会（第２次予選）＝各ブロック大会主催者の定めによる。 

●全国大会＝個人戦と団体戦を行う。 

個人戦…各ＬＯＭ大会で選抜された選手によるトーナメント方式で各学年別に行い、

横綱１名、大関１名、関脇１名、小結1名をそれぞれ決定する。 

※ブロック大会は、わんぱく相撲女子全国大会実行委員会の判断により、開催をお願いすることもあり

ます。又、競技規定は全国大会出場マニュアルに準じます。 

１０）大会事務局：公益社団法人名古屋青年会議所に置く。（担当：向田） 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目15番24号 名古屋JC会館 

ＴＥＬ．052－221－8590 ＦＡＸ．052－202－0464 

１１）供 与 物：（１）全国大会参加メダル、ポスター 

（２）その他（京都会議以降決定する） 

１２）宿 泊： なし 

１３）そ の 他：（１）大会出場選手には、保険会社と実行委員会の間に傷害保険契約を結ぶ。保険

の適用範囲は、全国大会のみとする。また、全国大会出場選手に対する国内

旅行傷害保険とする。尚、施設賠償保険にも加入する。 

（２）出場選手及び引率者の交通費は、各ＬＯＭ大会主催者または出場者の負担

とする。 

（３）参加エントリー期限は、２０１９年１１月３０日迄とする。 

（４）参加されるＬＯＭは事前に開催されるオリエンテーション（１月の京都

会議）に参加する事を前提に出場を認める。 

（５）入場は無料とする。 



第２回わんぱく相撲女子全国大会運営日程 

 

月 日 運 営 に か か わ る 日 程 
2019/10月13日 わんぱく相撲全国大会 参加説明会開催（富山大会）                           

１１月３０日 
わんぱく相撲全国大会 事前大会エントリー締切 

※必ず、１１月３０日までに事前エントリーを完了させてください。 

１２月中旬 エントリーLOMの決定 

１２月下旬 わんぱく相撲全国大会オリエンテーション（京都）開催案内の送付 

2020/1月18日 

（予定） 

わんぱく相撲全国大会オリエンテーション開催（京都） 

※ＬＯＭ、ブロック、全国大会マニュアル等の配布 
３月中旬 ポスター、メダルの配布（予定） 
４月７日 審判員講習会の開催（場所未定）、ＬＯＭ大会 開催 

６月末 ＬＯＭ、ブロック大会 開催終了 

全国大会出場選手登録 締切り 

７月上旬 取組、席割りのホームページ上のシステムによる抽選。 

９月５日 第２回わんぱく相撲女子全国大会リハーサル 

９月６日 第２回わんぱく相撲女子全国大会 
 

※各項目に記載されている日程及び書類等の提出物は、必ず確認し遅れずに参加・ご提出をお願

いします。 

 

 

 

わんぱく相撲女子全国大会実行委員会 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目15番24号 名古屋JC会館（担当：向田） 

公益社団法人名古屋青年会議所内 TEL．052－221－8590 FAX．052－202－0464 


