
令和 3 年 11 月吉日 

各 位 

大阪なにはえ会会長 中谷 尋美 

 

第 5 回 全国競技かるた大阪なにはえ大会（Ｃ級）ご案内 

    

    皆様におかれましてはご盛栄のこととお慶び申し上げます 

 さてこの度、第 5 回全国競技かるた大阪なにはえ大会（Ｃ級）を下記の要領にて開催いたします 

 なお、この大会は（一社）全日本かるた協会の大会開催ガイドラインに沿って、感染防止策を講じて 

 開催いたしますので、参加される皆様にはご協力をお願いいたします 

 

記 

 

【大会名】  第 5 回全国競技かるた大阪なにはえ大会（C 級） 

【日 時】  令和 3 年 12 月 11 日（土） 受付 8:15～8:45 開会式 9:00～ 

  【会 場】  岸和田市総合体育館 1F 武道場 

        岸和田市西之内町 45-1 

        南海本線『春木』駅から東へ徒歩 20 分、JR 阪和線『久米田』駅から西へ徒歩 20 分 

【公 認】  一般社団法人全日本かるた協会 

【主 催】  大阪なにはえ会 

【級 別】  C 級 定員６４名（３２名×２クラス） 



       ※令和３年度全日本かるた協会 C 級登録選手に限る 

【参加資格】  令和３年度全日本かるた協会に正会員、または准会員として登録し C 級の出場資格を有

する 

          近畿支部の各府県（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県）に 

          在住、在勤、在学している選手 

【競技方法】  （一社）全日本かるた協会競技規程ならびに競技会規程による トーナメント方式 

【表 彰】    各クラス３位（４名） ※入賞者のお名前は全日協 HP やマスコミ等に公開することがあ

ります 

【審判長】   中谷 尋美 （全日本かるた協会公認審判員） 

【読 手】    田崎 礼子 ３段（全日本かるた協会Ａ級公認読手）  

          寺井 萌乃 ３段（全日本かるた協会Ａ級公認読手） 他 

【申込期限】 １１月 20 日(土) 17 時 ※期限厳守でお願いします 

【申込先】  大阪なにはえ大会事務局 岡田 史（おかだ ふみ） 

メールアドレス： miotsukushi100@gmail.com  

別紙エクセル表に入力の上、メールに添付してお申込み願います 

受付後受付完了メールを送信致します。パソコンからのメールを受取拒否されている方は 

上記アドレスからの受取を可能となるよう設定願います 

      ３日以内に受付完了メールが届かない場合は、メール不達の可能性がありますので 

      電話にて（080-5308-7462 岡田）ご確認いただきますようお願いいたします               

      ※出場申込人数が会場の限度を超えた場合、抽選により出場者を決定いたします 

      抽選の有無、抽選の日時等の詳細は申し込み〆切後にご連絡致します（11 月下旬を予定） 



 

 

 

【参加費】  2,000 円 

         参加費納入方法、期限については参加者確定後（抽選後）改めてご連絡いたします 

【その他】 ・大会当日は検温、来場者カード（後日送付いたします）の提出、不織布マスクの着用、 

       手指の消毒の徹底等、感染予防対策をお願いいたします 

       体温が 37.5℃以上の方は大会に出場できません 

       その他、都度大会スタッフの指示に従ってご協力お願いいたします 

       ・引率は各団体につき、1 名様まででお願いいたします 

       ・無観客試合とし、見学はできません 

  【問い合わせ先】 大阪なにはえ大会事務局 岡田 史（おかだ ふみ） 

メールアドレス miotsukushi100@gmail.com  

         携帯電話 080-5308-7462 

         ※緊急の場合を除き、極力メールにてお願いいたします 

 

※新型コロナウイルスの今後の動向によっては、開催を見合わせる可能性があります 

 

岸和田市総合体育館  岸和田市西之内町 45-1 

mailto:miotsukushi100@gmail.com


 

 

        ・JR 阪和線「久米田」駅 徒歩 約２０分 

        ・南海本線「春木」駅 徒歩 約２０分          

 

主 催  大 阪 な に は え 会 

                                          公 認  

一般社団法人 全日本かるた協会 

                                               協 賛  赤 井 ト ロ フィ ー 



令和３年１２月１日 

第 5回全国競技かるた大阪なにはえ大会（C級）に参加の皆様へお願い 

この度は、第５回全国競技かるた大阪なにはえ大会（C級）にご参加いただきありがとうございます。 

本大会は全日本かるた協会の「コロナ禍における練習会・大会開催ガイドライン」に則って実施いたします。 

ご参加の皆様には、下記の点についてご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

【受付・開会式について】 

・開催場所 岸和田市総合体育館 1F武道場 大阪府岸和田市西之内町 45-1（詳細は後述） 

・受付時間 8：15～8：40  

※８時 45分以前には会場に入れませんので、入り口付近にて検温、体調チェックシートの回収を行います。 

 一定の距離を保って、スタッフの指示に従ってお並びください。 

 体温３７．５℃以上の方は入館をお断りします。引率の方も同様です。 

 体調チェックシートはお手数ですが、事前に印刷、ご記入の上ご持参ください。 

 未成年の方は必ず保護者の承諾を得てください。 

・検温を終わられた方にはクラス別に色分けしたリボンをお渡ししますので、競技の邪魔にならず、 

且つスタッフから見える位置に付けてください。 

・開会式 ９時（受付終了次第）～ 

 

【選手・引率のみなさまへのお願い】 

・会場内は常時不織布マスクを着用してください。 

・競技会場入場時は、必ず入り口に設置している消毒液で手指の消毒をお願いいたします。 

・試合中は「揉め」は禁止、また大きな声を出さないようにお願い致します。 

・控室で飲食をされる際には、対面を避け、「黙食」をお願い致します。 

・試合会場は水分補給のみ可。ただし、ボトルの水滴等で畳を濡らさないよう注意してください。 

・入口ドア、窓は開放します。体育館内では別の競技も行われています。ご了承ください。 

・控室は１４時までしか使用できません。２試合目終了後に勝ち残った方はスタッフの指示に従い、 

武道場に荷物の移動をお願い致します。 

・敗退された方は速やかにご帰宅ください。 

・試合観戦はできません。 

・靴は所定の靴箱に入れてください。 

 

【参加費】 

参加費 ２，０００円 

申込団体毎にまとめて、下記の口座にお振込みください。 

〇郵便振替 記号 14040 番号 43573421 オカダ フミ 

〇ゆうちょ銀行 店番号（支店名）408 普通 4357342 オカダ フミ 

お振込み期限 ： １２月１０日（金） ゆうちょ銀行以外からのお振込みは１５時までにお願いいたします 

※振込手数料は申し訳ありませんがご負担ください。 

※参加費は、大会中止などの場合を除き原則キャンセル等での返金はいたしません。ご了承ください。 



【その他】 

・欠席連絡は、miotsukushi100@gmail.com 岡田 宛にお願いいたします。 

当日の朝の場合は、080-5308-7462までお願いいたします。 

・当日は、会場は他の競技の大会も行われています。 

 周辺道路や駐車場入り口が混雑する場合があります。余裕をもってお越し下さい。 

・大会開催日以降２週間内に新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、当会へも速やかに 

お知らせ下さい 

 

 

 

岸和田市総合体育館  岸和田市西之内町 45-1 

 

 

        ・JR 阪和線「久米田」駅 徒歩 約２０分 

        ・南海本線「春木」駅 徒歩 約２０分          

 

 

【欠席、大会後の感染報告等の連絡先】 

第５回全国競技かるた大阪なにはえ大会 事務局 

岡田 史（おかだ ふみ） 

miotsukushi100@gmail.com 

080-5308-7462 
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令和３年１２月１0日 

第 5回全国競技かるた大阪なにはえ大会（C級）に参加の皆様へお願い 

この度は、第５回全国競技かるた大阪なにはえ大会（C級）にご参加いただきありがとうございます。 

本大会は全日本かるた協会の「コロナ禍における練習会・大会開催ガイドライン」に則って実施いたします。 

ご参加の皆様には、下記の点についてご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

【受付・開会式について】 

・開催場所 岸和田市総合体育館 1F武道場 大阪府岸和田市西之内町 45-1（詳細は後述） 

・受付時間 8：15～8：40  

※８時 45分以前には会場に入れませんので、入り口付近にて検温、体調チェックシートの回収を行います。 

 一定の距離を保って、スタッフの指示に従ってお並びください。 

 体温３７．５℃以上の方は入館をお断りします。引率の方も同様です。 

 体調チェックシートはお手数ですが、事前に印刷、ご記入の上ご持参ください。 

 未成年の方は必ず保護者の承諾を得てください。 

・検温を終わられた方にはクラス別に色分けしたリボンをお渡ししますので、競技の邪魔にならず、 

且つスタッフから見える位置に付けてください。 

・開会式 ９時（受付終了次第）～ 

 

【選手・引率のみなさまへのお願い】 

・会場内は常時不織布マスクを着用してください。 

・競技会場入場時は、必ず入り口に設置している消毒液で手指の消毒をお願いいたします。 

・試合中は「揉め」は禁止、また大きな声を出さないようにお願い致します。 

・控室で飲食をされる際には、対面を避け、「黙食」をお願い致します。 

・試合会場は水分補給のみ可。ただし、ボトルの水滴等で畳を濡らさないよう注意してください。 

・入口ドア、窓は開放します。体育館内では別の競技も行われています。ご了承ください。 

・控室は１４時までしか使用できません。２試合目終了後に勝ち残った方はスタッフの指示に従い、 

武道場に荷物の移動をお願い致します。 

・敗退された方は速やかにご帰宅ください。 

・試合観戦はできません。 

・靴は所定の靴箱に入れてください。 

【追加】会場に更衣室はありますが、他の競技の方との共用で、スペースに限りがあります 

できる限りそのまま競技のできる服装でお越しください 

 

【参加費】 

参加費 ２，０００円 

申込団体毎にまとめて、下記の口座にお振込みください。 

〇郵便振替 記号 14040 番号 43573421 オカダ フミ 

〇ゆうちょ銀行 店番号（支店名）408 普通 4357342 オカダ フミ 

お振込み期限 ： １２月１０日（金） ゆうちょ銀行以外からのお振込みは１５時までにお願いいたします 



※振込手数料は申し訳ありませんがご負担ください。 

※参加費は、大会中止などの場合を除き原則キャンセル等での返金はいたしません。ご了承ください。 

【その他】 

・欠席連絡は、miotsukushi100@gmail.com 岡田 宛にお願いいたします。 

当日の朝の場合は、080-5308-7462までお願いいたします。 

・当日は、会場は他の競技の大会も行われています。 

 周辺道路や駐車場入り口が混雑する場合があります。余裕をもってお越し下さい。 

・大会開催日以降２週間内に新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、当会へも速やかに 

お知らせ下さい 

 

 

 

岸和田市総合体育館  岸和田市西之内町 45-1 

 

 

        ・JR 阪和線「久米田」駅 徒歩 約２０分 

        ・南海本線「春木」駅 徒歩 約２０分          

 

 

【欠席、大会後の感染報告等の連絡先】 

第５回全国競技かるた大阪なにはえ大会 事務局 

岡田 史（おかだ ふみ） 

miotsukushi100@gmail.com 

080-5308-7462 
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