
 

1.主 催  公益社団法人日本綱引連盟 

2.主 管 2020全日本綱引選手権大会実行委員会・東京都綱引連盟 

3.後援（申請中）  スポーツ庁・(公財)日本スポーツ協会・東京都 

4.日 時  2020年3月1日（日）開会式 9時00分予定 

5.会 場 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

6.競 技 種 目  男子の部 600Kg（ライトミドル級） 女子の部 500Kg（ライトフェザー級） 

7.競技規則 日本綱引連盟競技規則による。 

8.競 技 方 法 予選リーグ(6ﾁｰﾑ程度×8ﾌﾞﾛｯｸ 5ﾚｰﾝ使用) 及び決勝トーナメント(各ﾌﾞﾛｯｸ上位2位までが進

出)方式とする。予選リーグは、1セットマッチ。女子の部は参加チーム数によってブロック数を

変更することもある。決勝トーナメントは１回戦から3セットマッチで実施する。 

9.使用レーン アシックス社製ウレタン加工ラバーマットを使用 ５レーン。 

10.出 場 資 格 ①2019全日本綱引選手権大会の男女優勝・準優勝チーム。  

②2019東日本・西日本綱引選手権大会の男女上位２チーム。 

③2019年度各都道府県綱引選手権大会の男女優勝チーム又は地方連盟が推薦するチーム。 

④上記①②のチームが都道府県大会において優勝した場合、次の順位のチーム。 

⑤2月29日（土）開催の特別予選会で選出される男女各8チーム。開催要件を満たさず特別予

選会が実施されない場合には、特別予選会にエントリーしたチーム。 

⑥所属連盟は2019年度競技者登録の有無を確認のうえ、出場を認めること。 

⑦アンチ・ドーピングに関する課題を提出すること（申込受付後に送付致します） 

11.出 場 料  １チーム 25,000円（出場料24,000円+アンチ・ドーピング関連費1,000円）なお、本大会の前年

度優勝チームは出場料24,000円は免除） 

出場料は下記口座に振込みのこと。 

ゆうちょ銀行：口座記号番号 00160-0-418507 加入者名：公益社団法人日本綱引連盟 

12.申 込 方 法  所属連盟は所定用紙の必要事項を確認し、出場料の領収書（コピー可）を添えて下記に郵送

すること。（チームの集合写真を必ず同封のこと） 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12 北参道ダイヤモンドパレス204 

公益社団法人日本綱引連盟事務局 TEL 03-5843-0457 FAX 03-5843-0458 

13.申 込 期 限  ①2020年１月10日(金)までに郵送にて必着。 

②申込期限後に予選会を開催する地方連盟は、その旨を日本綱引連盟事務局に連絡すると

ともに、予選会終了後速やかに申込書・写真をFAX及び郵送し、出場料の納付を完了す

ること。 

14.放 映 NHK BS（予定） 

15.表 彰 男女各1位～3位を表彰する。 

16.組合せ抽選会 事務局にて実施予定（日程は別途通知）。事前に所属連盟宛に抽選会参加用紙を送付する

ので、その用紙を持参したチーム代表者又は委任された者によって実施する。 

出場資格①②のチーム及び2019全日本綱引選手権大会の男女3位のチームは、事前に各ブ

ロックに振分ける抽選を実施する。特別予選会組合せ抽選は、実行委員会の責任で行う。 

17.注 意 事 項  抽選会終了後、連盟ホームページにて公開。 

18.計 量 大会当日 7:30-8:40 大会会場にて 

19.滑 り 止 め 主催者側で用意する炭酸マグネシウム（液体チョーク）を使用する。 

なお、ｼｭｰｽﾞｸﾘｰﾅｰは靴底の清掃を目的とする場合にのみ許される。以下の3点のみ使用可

とし、それ以外のものの使用が発覚した場合は、失格とする。 
ミズノ（9ZA-860）、ミカサ（MST-300）、アシックス（6014T） *但し6014Tは、既に廃版 

20.ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ 7:15 開場  7:30-8:40 計量   9:00-9:30 開会式  9:45-13:30 予選リーグ 

（予定）
 

14:00-16:30 決勝トーナメント  17:00-17:30 閉会式 *時間の変更がある場合は別途連絡する。 

21.そ の 他 ①出場申込書に記載のない者は、大会に出場することができない。（出場申込書に詳述） 

②2/29（土）16：20～16：50（予定）に行う代表者会議には必ず出席のこと。 

③宿泊と弁当の案内を加盟団体と前年度出場チームに送付する。 

④ロープ等の荷物を、駒沢体育館に事前に送らないこと。事前に送る場合の手続き方法は、

別途案内する。 

⑤大型・中型バスにて会場へ来場するチームは別紙参照のこと。 

*ドーピング検査・申込規約・個人情報の取り扱いについては、裏面を必ず参照のこと。 

2020 全日本綱引選手権大会開催要項 



 

【ドーピング検査について】 
・2020 全日本綱引選手権大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング検査対象大会です。 

本大会参加者は、大会に申込した時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング検査を受けるこ

とに同意したものとみなします。 

・本大会に出場する 20 歳未満の選手については上記のドーピング検査の実施について同意したものとします

（親権者から同意を得たものとみなします） 

・本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査(尿・血液等検体の種類を問わず)を拒否又は回

避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完

了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性があります。アンチ・ドーピング

規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意し

てください。 

・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピ

ング機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)にて確認すること。 

 
【申込規約】※参加チームは下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。 

1. 日本綱引連盟（以下 主催者）は、傷病や紛失等の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いませ

ん。 

2. 自己都合による申込後のキャンセルはできません。 

3. 年齢・性別の虚偽申告、申込者以外の出場（代理出場）は一切認めません。なお、申込者以外の方は、大会

傷害保険の対象となりません。 

4. 地震、風水害、降雪、事件、事故等またはそれらが予想されることによる大会中止および上記2又は3の場

合、出場料は返金しません。 

5. 大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属し

ます。 

6. 私は主催者が許可する写真販売業者のカメラマンが撮影し、インターネット上で写真の掲載、販売を行うこと

を承諾します。 

7. 私は健康管理とケガに留意し、十分なトレーニングをした上で、傷病、事故等については自己の責任におい

て大会に参加し、主催者に責任を問いません。 

8. 私は競技中の事故等による身体の故障が起こった場合は応急処置を受けることに同意します。また、その

方法、経過等について主催者へ責任を問いません。 

9. 私は大会中の傷病、事故等への補償は主催者が加入している傷害保険の範囲内であることを了承し、損害

賠償等の請求を行いません。 

10. 私は競技参加者としてマナーを守り、他の参加者、ボランティア、大会役員等へ迷惑をかけないようにしま

す。 

12.（参加者が20歳未満の場合）私の家族、保護者は大会への参加に同意しています。 

13.私は上記の申込規約の他に主催者が定める大会開催要項、競技規程に則り、大会開催中は主催者の運営

上の指示に従います。 

14.参加者の個人情報の取り扱いは主催者の規約に則ります。 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の規程に関する法律および関連法令等を厳守し、主催者の

個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。大会参加へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録

通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、記録発表（ランキ

ング等）に利用いたします。主催者または委託先から、申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがありま

す。また、同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令などにより開示を求め

られた場合を除く） 



 

2020全日本綱引選手権大会《特別予選会》開催要項 
 

 

1.開 催 要 件  男女のエントリーチーム数が各9チーム以上あった場合に特別予選会を実施し、本大会

進出各８チームを選出する。特別予選会エントリーチーム数が8チーム以下の場合には

実施せず、エントリーしたチームが本大会に進出する。 

2.日 時 2020年2月29日（土） 日程： 受付・計量 12：00～12：45 

                            代表者会議    12：45～13：00 

競     技      13：15～14：15 

 

3.会 場  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

（東京都世田谷区駒沢公園1-1） 

4.競 技 方 法  参加チーム数により複数のブロックを設け１セットマッチのリーグ戦を実施し、上位８チー

ムが本大会に進出する。なお、同率の場合は、日本綱引連盟競技規則による。 

5.本大会組合せ 特別予選会終了後に行うチーム代表者会議前に、同会場にて本大会組合せ表における

各ブロックへの振分抽選会を実施する。組合せ抽選の結果、同県チームが同一ブロック

となった場合でも一切考慮しない。 

6.出 場 資 格 ①2019年度各都道府県大会の男女準優勝チーム又は地方連盟が推薦する男女各１チ

ームで監督、トレーナー、選手全員が2019年度競技者登録をしていること。 

②アンチ・ドーピングに関する課題を提出すること（申込受付後に送付致します） 

7.出 場 料  １チーム 25,000円（出場料24,000円+アンチ・ドーピング関連費1,000円） 

出場料は下記口座に振込みのこと。（必ずチーム名を記載してください） 

ゆうちょ銀行：口座記号番号00160-0-418507 加入者名：公益社団法人日本綱引連盟 

8.申 込 方 法   所属連盟は所定用紙の必要事項を確認し、出場料の領収書（コピー可）を添えて下記に郵

送すること。（チームの集合写真を必ず同封のこと） 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12 北参道ダイヤモンドパレス204 

公益社団法人日本綱引連盟事務局 TEL 03-5843-0457 FAX 03-5843-0458 

9.申 込 期 限  ①2020年１月10日(金)までに郵送にて必着。 

②申込期限以降に地方予選会を開催する地方連盟は、その旨を日本綱引連盟事務局 

に報告するとともに予選会終了後速やかに申込書・写真をFAX及び郵送し、出場料の

納付を完了すること。 

10.表 彰  特別予選会における表彰は実施しない。 

11.組合せ抽選  特別予選会の組合せは、2020全日本綱引選手権大会実行委員会により実施する。 

12.そ の 他 ①競技種目・競技規則・滑り止め等は本大会に準ずる。 

②特別予選会を勝ち上がり、本大会に出場するチームは、2/29（土）16：20～16：50（予定）

に行う代表者会議には必ず出席のこと。 

③特別予選会出場メンバーと本大会出場メンバーの変更を認める。但し、特別予選会申

込の際に、変更が予想されるメンバーの氏名リストを提出すること。 

④特別予選会を勝ち上がり、本大会に出場するチームは、本大会当日朝、改めて計量を

行なう。 

⑤ロープ等の荷物を、駒沢体育館に事前に送らないこと。事前に送る場合の手続き方法は、

別途案内する。 

 

*ドーピング検査・申込規約・個人情報の取り扱いについては、裏面を必ず参照のこと。 

*特別予選会の申込についても、本選への申込同様、ドーピング検査・申込規約・個人情報の取り扱いについて、

同意したものとみなします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

【ドーピング検査について】 
・2020 全日本綱引選手権大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング検査対象大会です。 

本大会参加者は、大会に申込した時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング検査を受けるこ

とに同意したものとみなします。 

・本大会に出場する 20 歳未満の選手については上記のドーピング検査の実施について同意したものとします

（親権者から同意を得たものとみなします） 

・本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査(尿・血液等検体の種類を問わず)を拒否又は回

避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完

了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性があります。アンチ・ドーピング

規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意し

てください。 

・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピ

ング機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)にて確認すること。 

 
【申込規約】※参加チームは下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。 

１. 日本綱引連盟（以下 主催者）は、傷病や紛失等の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いませ

ん。 

２. 自己都合による申込後のキャンセルはできません。 

３. 年齢・性別の虚偽申告、申込者以外の出場（代理出場）は一切認めません。なお、申込者以外の方は、大会

傷害保険の対象となりません。 

４. 地震、風水害、降雪、事件、事故等またはそれらが予想されることによる大会中止および上記2又は3の場

合、出場料は返金しません。 

５. 大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属し

ます。 

６. 私は主催者が許可する写真販売業者のカメラマンが撮影し、インターネット上で写真の掲載、販売を行うこと

を承諾します。 

７. 私は健康管理とケガに留意し、十分なトレーニングをした上で、傷病、事故等については自己の責任におい

て大会に参加し、主催者に責任を問いません。 

８. 私は競技中の事故等による身体の故障が起こった場合は応急処置を受けることに同意します。また、その

方法、経過等について主催者へ責任を問いません。 

１０.私は大会中の傷病、事故等への補償は主催者が加入している傷害保険の範囲内であることを了承し、損害

賠償等の請求を行いません。 

１１.私は競技参加者としてマナーを守り、他の参加者、ボランティア、大会役員等へ迷惑をかけないようにしま

す。 

１２.（参加者が20歳未満の場合）私の家族、保護者は大会への参加に同意しています。 

１３.私は上記の申込規約の他に主催者が定める大会開催要項、競技規程に則り、大会開催中は主催者の運営

上の指示に従います。 

14. 参加者の個人情報の取り扱いは主催者の規約に則ります。 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の規程に関する法律および関連法令等を厳守し、主催者の

個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。大会参加へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録

通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、記録発表（ランキ

ング等）に利用いたします。主催者または委託先から、申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがありま

す。また、同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令などにより開示を求め

られた場合を除く） 


