２ ０ ２ １ 年 度 全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会
「大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案」募集要項
１ 趣

旨

２０２１年度に北信越５県（福井県・新潟県・富山県・石川県・長野県）において開催される全国高
等学校総合体育大会を，高校生最大のスポーツの祭典としてふさわしいものとするため，この大会を象
徴し，多くの人に親しまれる大会の愛称，スローガン，シンボルマーク及び総合ポスター図案を募集し
ます。
２ 大会概要
（１）全国高等学校総合体育大会とは
通称「インターハイ」とも呼ばれる，学校対抗で行われる高校生スポーツの総合競技大会であり，
夏季大会と冬季大会が開催されています。
昭和 38 年度に第 1 回大会が新潟県で開催され，その後全国各都道府県で開催されてきましたが，
平成 23 年度から地域別のブロックごとに開催されることとなりました。
（２）北信越ブロックでの夏季大会開催は
昭和３８年に新潟県，昭和４２年に福井県，昭和５１年に長野県，昭和６０年に石川県，平成６年
に富山県，平成２４年には北信越５県を会場として新潟県を主会場に開催されました。
２０２１年には，福井県を主会場として，北信越５県を会場に以下のとおりの熱戦が繰り広げられ
ます。なお，総合開会式は福井県で行われます。
（３）開催競技
【全３０競技】
陸上競技，体操（体操競技・新体操）
，水泳（競泳・飛込・水球）
，バスケットボール，
バレーボール，卓球，ソフトテニス，ハンドボール，サッカー，バドミントン，
ソフトボール，相撲，柔道，ボート，剣道，レスリング，弓道，テニス，登山，自転車競技，
ボクシング，ホッケー，ウエイトリフティング，ヨット，フェンシング，空手道，
アーチェリー，なぎなた，カヌー，少林寺拳法
※総合開会式は福井県で開催、ヨットは２０２４年まで和歌山県で開催

３ 応募資格
北信越５県内の中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，その他大会参加資格のある学校に
在籍する生徒を対象にします。
４ 作品の作成基準
（１）大会愛称
① 表現は簡潔なものとし，
大会にふさわしく，
高校生をはじめ多くの人に親しまれるものとします。
② 地域名を使用する場合は「北信越」を用い，特定の県名を使用しないこととします。
③ 作品には，
「総体」及び開催年度の「20２１」を必ず入れるものとします。

（２）スローガン
高校生のスポーツの祭典にふさわしく，さわやかで，北信越ブロックをイメージさせるわかりやす
いものとします。
（３）シンボルマーク
① 大会を象徴し，縮小しても容易に識別できるシンプルなデザインとします。
② 作品には，
「高体連マーク」
（色彩は真紅）及び開催年度の「20２１」を必ず入れるものとします。
③ 色彩数の制限はありませんが，金，銀，蛍光色を使用しないものとします。
④ コンピュータによる作品も可とします。
⑤ 用紙は，Ａ４版サイズの白ケント紙を使用し，縦 20 ㎝，横 15 ㎝の枠内に作品を描くものとし
ます。
◆高体連マークと作図法
※マークを構成している３つのＫ
は，ドイツ語の頭文字をとったも
ので，次のような意味がありま
す。
KRAFT(ｸﾗﾌﾄ)・・・・力
KUNST(ｸﾝｽﾄ)・・・・技
KLARHEIT(ｸﾗｰﾙﾊｲﾄ)・明朗な精神
赤色はＭ90％＋Ｙ95％

（４）総合ポスター図案
① 大会をアピールするものとし，さわやかで躍動感あふれるものとします。
② 色彩数の制限はありませんが，金，銀，蛍光色は使用しないものとします。
③ コンピュータによる作品も可とします。
④ 用紙は，Ｂ４版（縦 36.4cm×横 25.7cm）以上 B2 版（縦 72.8cm×横 51.5cm）以下のサ
イズを縦長に使用するものとします。
※採用された作品には，大会名，大会愛称，スローガン，シンボルマークなどを入れて，ポスターと
して完成しますので，文字は入れないでください。
５ 応募方法
（１）応募作品点数は，一人各部門１点とします。
（２）応募作品は，自作，未発表のものに限ります。
（３）大会愛称及びスローガンは，所定の応募用紙を使用して応募してください。
（４）シンボルマーク及び総合ポスター図案は，作品裏面に所定の応募用紙を貼り付けて応募してくださ
い。
（５）作品は学校単位で取りまとめの上，応募してください。
６ 応募期間
３０年１０月１５日（月）から平成３１年１月１１日（金）まで 必着

７ 審査・発表及び表彰
（１）作品の審査は，北信越５県の選考委員からなる選考委員会が行います。
（２）入選者については，学校を通じて通知するほか，報道機関等に発表します。
（３）同一の応募作品があった場合は，入選者は抽選とします。
（４）入選者については，賞状及び記念品を贈呈します。
（５）入選作品は，次のとおりとします。
◆最優秀賞：各部門１点

◆優秀賞：各部門２点

◆佳作：各部門３点

８ 作品の取扱い
（１）最優秀作品は，２０２１年度全国高等学校総合体育大会の愛称，スローガン，シンボルマーク及び
総合ポスター図案として採用しますが，その際，加筆・修正等を行うことがあります。
（２）入選作品の著作権，商標権その他一切の権利は，福井県準備（実行）委員会に帰属し，また，応募
された作品は返却しません。
（３）応募作品について著作権等に関わる問題が生じた場合は，全て応募者の責任となります。
９ 個人情報の取扱い
（１）個人情報に関しては，選考の目的以外に，本人の同意なく利用することはありません。
（２）個人情報保護条例に基づく場合を除き，本人の同意なく第三者に提供することはありません。
（３）
（１）
（２）にかかわらず，入選作品の作者の学校名，学年及び氏名については公表します。
10 その他
（１）この募集要項に違反したものは，審査の対象となりません。後日違反が判明した場合には，入賞を
取り消すことがあります。
（２）応募の時点で，この募集要項の記載事項に同意したものとします。
11 応募・問い合わせ先
〒３８０—０８０２ 長野県長野市上松１－１６－１２
長野県長野高等学校 金鵄会館内 長野県高等学校体育連盟
ＴＥＬ：０２６－２３４－１２０５ ＦＡＸ：０２６－２３４－１２４０

◆平成 2８年度以降の大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案と作品の説明

大会愛称

平成 28 年度［中国］

平成 29 年度［南東北］

平成 30 年度［東海］

平成 3１年度
［南部九州］

2016 情熱疾走 中国総体

はばたけ世界へ
南東北総体 2017

2018 彩る感動 東海総体

感動は無限大
南部九州総体 2019

スローガン
シンボルマーク

インターハイに出場された選
手の中から 2020 年の東京オリ
ンピックをはじめ，世界で活躍
する選手が多く現れるような大
会になってほしいという思いか
ら。

応援する側，プレーする側，1
人 1 人の熱い想いでたくさんの
色鮮やかな感動を生み出してほ
しいという思いを「彩る」とい
う言葉で表現しました。

どの競技でも 1 人 1 人の選手
が一生懸命に優勝や自己ベスト
を目指し，頑張れば無条件に感
動は生まれると思ったため。

美しく咲け
君の笑顔と努力の華

繋がる絆
魅せよう僕らの 若き力

翔べ 誰よりも高く
東海の空へ

響かせろ 我らの魂
南の空へ

頂点を目指した日々の努力が
実って，出場権を得た選手たち
が競い合う全国高等学校総合体
育大会。大会は多くの方々に支
えられていると思います。各試
合会場で，一人でも多くの選手
が日頃の努力の成果を発揮し，
たくさんの笑顔が咲いて欲しい
という思いを込めました。

選手達がもう１度新たな気持
ちでチームのみんなと繋がり，
自分達の勝利を見つけてほしい
と思ったからです。そして震災
が起きてしまったからこそ，東
北に住んでいる方だけでなく全
国に住んでいる方たちと試合を
行なううえで繋がり，共に大会
をよりよいものに創り上げてい
ってほしいと思ったからです。

選手たちが，勝利という名の
空へ高く高く翔びたてるよう
に，という思いを込めました。

情熱を持って，真剣に競技に
取り組む高校生の若さ溢れる熱
いプレーとそれを生み出すあら
らがま魂（沖縄県宮古島の方言
。その二つを
で不屈の精神の意）
熱気に満ちた南の空，世界の空
へ響かせてほしい，という思い
を込めました。

中国５県の花（モモ・ボタン・
二十世紀梨・モミジ・ナツミカ
ン）と人の躍動感をイメージし
ました。花は青から青みどり系
の海・山を連想させる色にし，
中心のオレンジの輪はチームの
きずなやつながりを表していま
す。

３県の県旗の色をもとにして
配色をしました。中心は花をイ
メージし，その周りは人と人と
のつながりを表して，大会を通
じて選手一人ひとりが花咲き多
くの繋がりを生んで欲しいとい
う願いを込めました。

作品を円で表現することによ
り，大会参加者には「どの県や
どの競技でもひとつになって頑
張ってほしい」という想いを込
め，大会運営関係者には「それ
ぞれの県で開催競技は違うけれ
ど，ひとつになって成功させて
ほしい」という想いが込められ
ています。

このマークは 8 つのパーツに
分かれていて，九州を表現して
います。そして，4 色で塗り分
け南九州を表現しました。ゴー
ルテープを切る選手のたくまし
さや力強さを表現しました。

着地した人の勢いを表現した
いと思いました。一点に集中さ
せた構成により，その人の一歩
を力強く表現しています。自分
の舞台で大きく活躍してほしい
という願いを込めて描きまし
た。

輝く太陽に向かって高く遠く
跳躍する姿に，勝利へと向かっ
て躍進する選手１人１人の心情
を込めました。

背景は太陽をイメージして描
きました。
たくさんの色を使ったのは
個々の力を色で表したためで
す。応援の気持ちをこめて明る
い作品にしました。

選手たちには、力強く大地を
踏みしめ、そこからたくさんの
可能性があふれるように頑張っ
てほしいという願いを込め、人
が踏ん張っている様子を描きま
した。

総合ポスター図案

中国総体に出場するみなぎる
情熱を持った選手たちが全力を
かけて戦う姿を青年らしく爽や
かに疾走する姿と重ね合わせ，
このフレーズを考えました。

２０２１年度全国高等学校総合体育大会

大会愛称・スローガン応募用紙

※応募上の注意：応募用紙１枚に１作品のみ記入してください。

◆応募作品
作品種別
（○で囲む）

作
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※整理番号欄には何も記入しないでください。
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総合ポスター図案

※整理番号欄には何も記入しないでください。

・

整理番号

シンボルマーク
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名

氏

氏

名

フリガナ

◆応募者

作品説明

作品種別
（○で囲む）

フリガナ

◆応募者

作品説明

総合ポスター図案

◆応募作品

◆応募作品

・

※応募上の注意：応募用紙１枚に１作品のみ記入し，作品裏面に本用紙を貼付して
ください。

※応募上の注意：応募用紙１枚に１作品のみ記入し，作品裏面に本用紙を貼付して
ください。

シンボルマーク

シンボルマーク・総合ポスター図案応募用紙

シンボルマーク・総合ポスター図案応募用紙

作品種別
（○で囲む）

２０２１年度全国高等学校総合体育大会

２０２１年度全国高等学校総合体育大会

