
主催 ： 公益社団法人泉佐野青年会議所 後援 ： 泉佐野市、熊取町、田尻町、泉佐野市教育委員会、熊取町教育委員会、田尻町教育委員会
協力 ： 大阪府相撲連盟、岸和田市相撲連盟、右門道場、ガールスカウト大阪府第４２団

《お問い合せ》公益社団法人泉佐野青年会議所 事務局
【平日10：00～16：00／第３・４水曜日は閉局】

〒598-0006 泉佐野市市場西３丁目２番３４号（商工会議所 3階）担当：くき

※わんぱく相撲の様子を撮影し、インターネットなどに掲載することをご了承ください。
　また、撮影した画像などの提供は一切いたしませんので合わせてご了承ください。

服装は上半身はだかで、半ズボン（体操服など）などの上に
簡易まわしを着用（女子は上着着用）

○４・５・６年生の上位入賞者は6月9日（土）開催予定の
　堺市大浜公園相撲場での大阪大会に出場できます。

【保護者の皆様へ】※必ずお読みください。
1.お申し込み方法（当日のお申込みはできません。）
　　　　からのお申込み
　または、裏の申込書に記入の上 4月20日（金）までに
　公益社団法人泉佐野青年会議所までFAX、郵送にて
　お申込みください。
2.当日の引率は原則として保護者の方にお願いいたします。
3.万一、競技中にケガをした場合には速やかに会場スタッフに
　お申し出てください。
4.当日の飲み物などは各自でご用意ください。
　（ご飲食可能場所は、２階席のみとなります。）
5.交通費は自己負担です。
6.ゴミは各自でお持ち帰りください。
7.後日、参加ハガキを送付いたしますので、当日必ず持参ください。
8.各学校指定の体操服を持参してください。

※郵送は、4月20日当日消印有効。
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【参加資格】

泉佐野市・熊取町・田尻町及び近隣の小学生

先着140名 当選は参加ハガキをもって
かえさせていただきます。 4月20日 郵送は、

4月20日当日消印有効金申込締切：

各階級
上位4名

横綱横綱 15kg15kg
大関大関 10kg10kg
関脇関脇 5kg5kg
小結小結 3kg3kg
賞品賞品

TEL.072-463-3947 FAX.072-464-2420

当日アンケートに
答えて

景品をもらおう！！

当日アンケートに
答えて

景品をもらおう！！

ちば てつやC

http://www.sanojc.com→web



参加申込書

お名前

身長　　　　　　　　　　　cm・体重　　　　　　　　　　kg

住所 〒　　　- 緊急連絡先

□男
□女

学校

学年・組　　　　　　　年　　　　　　組

ふりがな

第１1回 わんぱく相撲
泉佐野場所に参加します。

※ご記入いただいた情報は、お問い合わせに回答する目的において利用し、他の目的では利用いたしません。※FAXを裏返しで送られる方がおられますので送信時はお気をつけください。

※当日参加票（はがき）をお送りさせていただくため、すべての項目にご記入ください。

072-464-2420
〒598-0006　泉佐野市市場西３丁目２番３４号（商工会議所 3階）

FAX
郵送

試合前後の所作 ※大相撲の所作とは異なる点があります。
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①土俵へ進む
「東、～君」「西、～君」と名前を
呼ばれた選手は立ち上がり、
「ハイッ！」と大きな声で返事を
して土俵へ進む。
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②土俵へ上がる
中央の上がり段に片足を掛け、
俵の内側に入る。このとき、俵
を踏まないように気をつける。
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③立礼
俵の内側でお互いに礼をする。
たわら うちがわ れいたが

そんきょ

④蹲踞
顎を引き、背筋を伸ばして両掌
を膝に乗せて腰を下ろす。両膝
は十分に左右に開き全身の力
を抜く。
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⑤仕切り
蹲踞から立ち上がり、右足、左
足と足を開き、脇を締めて腰を
深く下ろす。拳を地面に付け、
前へ体重を掛ける。
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⑥試合
主審の「ハッケヨイ！」の掛け声
により立ち上がり、取組む。
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こえか

しょうぶ けってい

⑦勝負の決定
勝負が決まると、主審が東西の
勝者側に腕を挙げる。両者は
俵内側へ戻る。
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⑧立礼
主審の「礼」の合図でお互いに
立礼する。
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⑨勝者は蹲踞
勝者はその場所に残り蹲踞する。
敗者は土俵を下りる。
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⑩勝名乗り
主審から「東（もしくは西）」、と
勝名乗りを受けたら勝者は目
礼する。目礼後、土俵を下り、
誘導係員の指示に従う。
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すもうは心と体を鍛えることを目的に行うものです。

勝つために競技するのですが、自分より大きいからとか、強そうだからといって

びくびくせず、自分より小さいからといって馬鹿にせず、正々堂々しっかりとした

態度ですもうをとることを忘れないようにしてください。
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