
各位 

2021 年 12 月 

 

第 1 回 大阪暁会大会（D 級・E 級）のご案内 

 

大 阪 暁 会 

会長 志茂 洋文 

 

師走の候、皆様方にはいよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、第 1回大阪暁会大会を下記要領にて開催いたします。 

 会場探しが困難な状況のため、今回の会場は兵庫県内となっておりますが、参加対象者は大阪府内に

限定させていただいております。 

なお、本大会に申し込みをされる方は、大阪なにはえ会大会 D級（1月 16日開催）と東大阪初段認定

大会（2月 27日開催）にお申し込みすることはできません。出場機会の均等化およびキャンセル防止

のため、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催できない可能性がありますので、 

あらかじめご了承ください。 

できるだけ安全安心に大会を行うため、新型コロナウイルス対策でご不便をおかけしますが、 

何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

   

１．開催日時 

 (D 級)2022 年 1 月 23 日（日） 

  受付：9:30～10:00（締切厳守）  開会式 10 時 5 分 

 (E 級)2022 年 2 月 27 日（日） 

  受付：9:30～10:00（締切厳守）  開会式 10 時 5 分 

 

２．会場 

兵庫県立総合体育館 3 階 和室会議室 

（兵庫県西宮市鳴尾浜 1 丁目 16-8）https://www.hyogosoutai.com/ 

 アクセス：阪神電鉄「甲子園」駅より、阪神バス「鳴尾浜」行き（7 番乗り場より乗車）を利用 

「県立総合体育館前」で下車（駅から 15 分～20 分） 

  ・会場入場の際は係員の指示に従ってください。 

  ・必要のない場所、他の団体が使用している場所には絶対に出入りしないでください。 

  ・会場使用のマナーやルールを守っていただけない場合は、出場をお断りすることがあります。 

  ・会場内の密を避けるため、競技会場・控室は人数を制限し、当日の受付を以下の通り行います。 

 

https://www.hyogosoutai.com/


1) 競技会場内は選手のみお入りいただけます。 

2) 控室は選手及び付き添い（1 団体につき 1 名）の方のみ入場可能です。 

3) 選手及び付き添いの方は、受付で、来場者カードを提出し入場証をお受け取りください。 

   4) 受付は、体育館 3 階 にあります。 

   5) 来場者カードは事前にご記入のうえ、ご持参ください。 

 

３．試合方法及び参加資格等 

 試合方法：全級トーナメント方式 

 参加資格： 

  (在籍・在住要件) 大会当日時点で、以下の１）～３）のいずれかに該当する方を対象とします。 

    １）大阪府かるた協会加盟かるた会に在籍し、かつ近畿２府４県に在住する者 

    ２）大阪府内に通学・通勤する学校や法人等に在籍し、かつ近畿２府４県に在住する者 

    ３）大阪府内に在住する者 

    ※大会当日にご提出いただく来場者カードに在籍・在住要件、住所をご記入いただきます。 

    ※近畿２府４県は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を指します。 

  (D 級) D 級初段の者、または旧昇段昇級制度で D 級出場経験のある無段者 

  (E 級) 無段者（初段を目指す者） 

     競技ルールやマナーを理解し、速やかな競技進行ができること。 

     また飛んだ札を元の札の並びに速やかに戻すことができること。 

     大会未経験者は E 級でお申し込みください。（年齢・学年不問でクラス分けします） 

 

  ★注意 

1 月 16 日に開催される大阪なにはえ会大会 D 級と本大会の D 級、および、2 月 27 日開催の東大阪

初段認定大会と本大会の E 級は、同時に申し込むことはできません。重複申込をされていることが

判明した場合は、両大会の出場権利を失うことがありますのでご注意ください。 

 

４．審判長、読手 

審判長：川上大介 七段（公認審判員）他 

読手：田井きよ美 三段 A 級公認読手 他 

 

５．表彰 

各級 3 位まで（4 人） 

 

６．参加費 

(D 級)2,000 円、(E 級)1,500 円 

 

７．定員 

（D 級）72 名、（E 級）48 名 



８．申込方法 

事前申込といたします(当日の申込や申込後の級変更は不可)。 

所属会ごとに所定の申込書を添付し、メールでお申し込みください。 

各級の定員を超えた場合は、公開抽選を行います。 

参加費については、「１１．参加費払込方法」をご確認ください。 

 

９．申込締切日及び公開抽選予定日 

●申込締切日 

（D 級）2021 年 12 月 26 日（日）18 時 

（E 級）2022 年 1 月 26 日（水）18 時 

・申込日から 2 日以内に返信メールを送ります。返信がない場合はお問い合わせください。 

・申込締切日の翌日までに公開抽選の有無についてご案内します。 

・出場級登録申請中の方も受付いたしますが、審査部に資格確認した際に申請がなかった場合は 

 受付無効とし、参加費は返金いたしません。 

・締切日以降の級変更は受付いたしません。 

 

 ●公開抽選予定日（定員を超えた場合のみ行います） 

  (D 級) 2021 年 12 月 30 日（木） 時間・会場：別途メールにてご案内します。 

  (E 級) 2022 年 1 月 30 日（日）  時間・会場：別途メールにてご案内します 

 

１０．申込先 

大阪暁会 長谷 和彦（E-mail のみ） hase@hi-ho.ne.jp 

メールの件名を「大阪暁会大会申込み（所属会）」としてください。 

※無所属の場合は、所属会のところを「無所属・個人名」としてください。 

 

１１．参加費払込方法 

参加費は、出場者が確定した段階での事前払込制とします。 

Ｄ級払込期日：2022年 1月 14日（金）厳守 

Ｅ級払込期日：2022年 2月 10日（木）厳守 

 

払い込みは、かるた会や学校等でまとめて払い込みしてください。 

払い込みにかかる手数料は各自でご負担ください。 

払い込まれた参加費は、当日欠席された場合でも返金いたしません。ご了承ください。 

期日までに払い込みがなかった方は、キャンセルしたものとみなします。 

キャンセル待ちがいる場合は、キャンセル発生後、次点の方へ繰り上げのご連絡をします。 

キャンセル待ちから出場が可能になった方の参加費は、大会当日受付にて徴収いたします。 

 

 

mailto:hase@hi-ho.ne.jp


払込先 

口座名義：大阪暁会（オオサカアカツキカイ） 

ゆうちょ銀行 記号：14450 番号：50850691 

※他行から振込みの場合（記号・番号 ⇒ 店名・種目・口座番号） 

   店名：四四八（ヨンヨンハチ） 種目・口座番号：普通 5085069 

 

 

１２．新型コロナウイルス対策ご協力のお願い 

   ・体調のすぐれない選手の方は出場されないようにお願いいたします。 

   ・試合中を含め、マスク（不織布を推奨）を常時ご着用ください。 

   ・会場並びに控室に入場・入室の都度、両手をアルコールで消毒してください。 

   ・試合中は、選手及び役員以外の入場・観戦はできません。（引率の方も不可） 

   ・負けた選手は極力速やかにご帰宅ください。 

   ・大会参加日から 14 日以内に新型コロナウイルス感染が発覚した場合は、主催者へ 

    至急ご連絡ください。 

 

１３．その他 

当日の緊急連絡先：090-2102-5017 (志茂の携帯電話) 

入賞者の氏名、所属会及び学校名は、一般社団法人全日本かるた協会のホームページに掲載されま

す。また、後援団体に報告、報道機関に提供される事をご了承願います。 

 

１４．主催・公認 

主催 大阪暁会 

公認 一般社団法人全日本かるた協会 

 

以上 



【参考】 

大会申込から出場までのスケジュール（Ｄ級） 

 

 

大会申込から出場までのスケジュール（Ｅ級） 

 

12月26
日までに

•各会で申込者をとりまとめ、所定の申込書に必要事項を記入の上、メールでお送りください。

12月27
日までに

•公開抽選の有無を各会にメールでご案内します。

12月30
日

•定員を超えた場合、公開抽選を行います

12月30
日

•公開抽選の結果を各会にメールで配信します。

1月14日
までに

•当選者の参加費を払い込んでください。期日までに払い込みがなかった場合は自動的にキャンセルとなります。

•キャンセルが出た場合は次点の方へ繰り上げ当選と参加費納入方法のご連絡をいたします。

1月21日
までに

•各級のクラス分けをメールで配信します。

1月23日
•大会開催日。

1月26日
までに

•各会で申込者をとりまとめ、所定の申込書に必要事項を記入の上、メールでお送りください。

1月27日
までに

•公開抽選の有無を各会にメールでご案内します。

1月30日
•定員を超えた場合、公開抽選を行います

1月30日
•公開抽選の結果を各会にメールで配信します。

2月10日
までに

•当選者の参加費を払い込んでください。期日までに払い込みがなかった場合は自動的にキャンセルとなります。

•キャンセルが出た場合は次点の方へ繰り上げ当選と参加費納入方法のご連絡をいたします。

2月22日
までに

•各級のクラス分けをメールで配信します。

2月27日
•大会開催日。


