
 

第16回全国高校生短歌大会 

短歌甲子園2021 
参加校募集要項 
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【大会概要】 
１．開催趣旨 
  近代短歌に新しい世界を切り開いた青春の歌人

石川啄木を顕彰するとともに，啄木にふさわしく

若い世代の短歌づくりを振興するため，全国の高

校生を対象とした短歌大会を開催します。 

   なお，本年は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を防止するため，通常開催（盛岡市内の会場

に集合して競技を行う形式）から，オンライン開

催（Zoomを使用して団体戦決勝トーナメント及び

個人戦決勝を実施する形式）に変更して大会を実

施します。 

２．大会の名称 
  大会の名称は「第16回全国高校生短歌大会」で

す。また，通称を「短歌甲子園2021」とします。 

３．日程 

令和３年８月19日（木）（参加申込受付開始） 

～９月23日（木・祝）（全国大会） 

４．種目 

 (1) 団体戦（予選・決勝トーナメント） 

 (2) 個人戦（本戦・決勝） 

※ 団体戦決勝トーナメント及び個人戦決勝を

「全国大会」とします。 

５．表彰 

 (1) 団体戦（優勝，準優勝，第三位） 

 (2) 個人戦（最優秀作品賞，優秀作品賞） 

 (3) 審査員特別賞（個人戦本戦及び全国大会で提

出された作品から１首を選出） 

※ 賞の発表は，団体戦決勝戦の審査終了後に

盛岡市公式ホームページで発表し，併せて全

国大会参加全校に通知を送付します。 

※ 表彰式は行いません（賞状及び入賞賞品等

は郵送します）。 

６．審査 

(1) 審査員：５人（歌人及び有識者） 

(2) 本大会の審査は，団体戦決勝トーナメント

以外は審査員による採点審査とし，採点の結

果，複数のチームまたは個人が同点となった

場合は，審査員間で協議を行い，より優秀な

作品を選定します。また，決勝トーナメント

は対戦形式とします。なお，審査に当たって

は，作品のみを掲載した審査資料を使用しま

す。 

(3) 審査基準及び審査結果に対する質問・抗議

等は一切認めません。 

 

【大会参加者（チーム）の要件等】    
１．団体戦 

(1) １チームの選手は，同一の高校に所属する

高校生３人とします。 

(2) １チームにつき補欠選手を１人登録するこ

とができます。選手に欠員が生じた場合，補  

欠選手の出場を認めます。補欠選手が出場す

る際には，全国高校生短歌大会実行委員会大

会事務局（以下，大会事務局と呼びます。）に

連絡し，許可を受けてください。 

(3) 参加申込は，１校につき２チームまでとしま

すが，原則として全国大会団体戦出場校は１校

１チームとします。 

※ 出場辞退等により団体戦決勝トーナメント

参加校数が予定数に満たない場合等において，

１校につき２チームの全国大会出場を認める

ことがあります。 

  (4) 昨年の大会優勝校（青森県立八戸高等学校）

と準優勝校（青森県立八戸西高等学校）の各校

１チームについては，シード校（チーム）とし

て予選を免除し，本戦からの出場とします。 

※ シード校（チーム）には，全国大会参加に

係る書類一式を８月中に送付しますが，参加

する場合は下記の参加申込を期限までに必ず

行ってください。 

２．個人戦 

本大会の個人戦は，団体戦決勝トーナメント

出場校の選手により実施します。 

 

【参加費用】 

参加料の負担はありません。ただし，参加申込

票や応募作品の送付等に要する諸経費は，各学校

の負担となります。 

 

【参加申込方法】     

次の書類を各学校で取りまとめの上，令和３年

９月８日（水）までにEメール・郵送にて大会事

務局まで提出してください。（※必着）なお，提

出書類の様式は盛岡市公式ホームページからダウ

ンロードしてください。（下記太枠内参照） 

［盛岡市公式ホームページのアドレス］ 

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/machizukuri/brand/

1009739/1022790.html 

［大会事務局の住所・Eメールアドレス］ 

〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 

全国高校生短歌大会実行委員会事務局 

   （盛岡市交流推進部観光課内） 

TEL：019-613-8391（事務局直通） 

Ｅメール：mori-tankou@city.morioka.iwate.jp 

 
なお，いずれの書類も明朝体や楷書体ではっき

りと記載してください。 
① 参加申込票（１チームにつき１枚） 

② 投稿用紙（１チームにつき３枚） 

・団体戦予選に応募する短歌作品を記載して

ください。なお，題は設けません（自由題）。 

・応募する短歌作品は，石川啄木の短歌作品

の形式に準じた３行書きにしてください。 
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・投稿用紙１枚につき１人の作品を記載して

ください。 

※ 団体戦本戦のシード校（チーム）は，①の

参加申込票のみ提出してください。 

※ 上記の書類をＥメールにより大会事務局に

送付する際には，ファイル名に必ず「都道府

県名」と「学校名」を入れてください。 

※ 参加申込後に選手及び補欠選手の登録を変

更することはできません。 

 

【団体戦】予選           

１．予選審査 
１校（チーム）３首の合計点数を算出し，上

位の６校（チーム）を団体戦の本戦出場校（チ

ーム）として決定します。 

２．予選通過校（チーム）名の発表 
予選通過校（チーム）名は，９月10日（金）

に盛岡市公式ホームページで発表し，併せて予

選参加全校に通知を送付します。 

 

【個人戦】本戦         

１．個人戦本戦審査 
(1) 個人戦本戦では，決勝トーナメント出場校

（チーム）の全選手（補欠選手含む。）が，短

歌の題詠（１題）を行い，採点審査を経て決

勝戦に勝ち上がる６名を決定します。 

(2) 大会事務局から送付された題詠用紙（もし

くはそのデータファイル）に作品を記載し，

別途指定する時間までに大会事務局に提出し

てください。 

２．決勝戦進出選手名の発表 
決勝戦進出選手名は，９月21日（火）に盛岡

市公式ホームページで発表し，併せて個人戦本

戦参加全校に通知を送付します。 

 

【団体戦】決勝トーナメント（全国大会）     

１．決勝トーナメント・準々決勝 
(1) 準々決勝では，予選を勝ち抜いた学校（チ

ーム）とシード校（チーム）を合わせた８校

の各選手が，先鋒・中堅・大将を決め，それ

ぞれ短歌の題詠（１題）を行い，審査を経て

準決勝に勝ち上がる４校（チーム）を決定し

ます。 

(2) 大会事務局から送付された題詠用紙（もし

くはそのデータファイル）に作品を記載し，

別途指定する時間までに大会事務局にＥメー

ル（もしくはFAX）で提出してください。 

(3) 歌の形式は石川啄木の短歌作品の形式に準

じた３行書きとし，提示された題（漢字１字）

の文字そのものを歌に詠み込んでください。 

※ 題の文字は辞典に掲載されている読み方で

使用してください。また，題の文字が含まれ

る熟語（ただし，辞典に掲載されている熟語

に限る。）を使用した場合も，題の文字を使

用したものとみなします。 

２．決勝トーナメント・準決勝 
(1) 準決勝では，準々決勝を勝ち抜いた学校の

各選手が，準々決勝と同じ形で短歌の題詠

（１題）を行い，審査を経て決勝戦に勝ち上

がる２校（チーム）を決定します。 

(2) 題詠のルールについては，【団体戦】全国大

会 1.決勝トーナメント・準々決勝(2)及び(3)

に記載のとおりです。 

３．決勝トーナメント・三位決定戦 

(1) 三位決定戦では，惜しくも準決勝を勝ち抜

けなかった学校の各選手が，準々決勝と同じ

形で短歌の題詠（１題）を行い，審査を経て

第三位を決定します。 

(2) 題詠のルールについては，【団体戦】全国大

会 1.決勝トーナメント・準々決勝(2)及び(3)

に記載のとおりです。 

４．決勝トーナメント・決勝 

(1) 決勝では，準決勝を勝ち抜いた学校の各選

手が，準々決勝と同じ形で短歌の題詠（１題）

を行い，審査を経て優勝校と準優勝校を決定

します。 

(2) 題詠のルールについては，【団体戦】全国大

会 1.決勝トーナメント・準々決勝(2)及び(3)

に記載のとおりです。 

 

【個人戦】決勝（全国大会）      

(1) 個人戦決勝では，個人戦本戦を勝ち抜いた

６名が短歌の題詠（１題）を行い，採点審査

を経て最優秀作品賞と優秀作品賞をそれぞれ

１首ずつ選出します。 

(2) 題詠のルールについては，【団体戦】全国大

会 1.決勝トーナメント・準々決勝(2)及び(3)

に記載のとおりです。 

 

【大会スケジュール】 
● 参加申込 〆切 

９月８日（水） 

 

● 団体戦予選 作品審査 

９月10日（金） 

 

● 個人戦本戦及び団体戦準々決勝題詠 

９月15日（水）（合計１時間程度） 

 

● 個人戦本戦 作品審査 

９月21日（火） 

 

● 全国大会（団体戦決勝トーナメント及び個人戦

決勝） 

９月23日（木・祝）（終日） 
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【注意事項】              
１．  既発表作品・二重投稿（同一及び類似作品

を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・コンクー

ル・結社誌・同人誌・WEBサイト・ブログ・

SNS等への投稿）は固くお断りします。 

２．  本大会に投稿された作品が，上記１に該当

すると事務局が判断した場合，入賞を取り消

すことがあります。 

３． 本大会に投稿された短歌作品の著作権は，主

催者（全国高校生短歌大会実行委員会）に帰属

するものとします。転載等を希望する場合は，

主催者の許可を得る必要があります。ただし，

作者個人や各学校の作品集やホームページ・ブ

ログなどへの転載については，本大会の作品で

ある旨を明記した上で，掲載することを認めま

す。 

４． 本大会に投稿された短歌作品を他の公募型コ

ンクール等に応募することは禁止します。 

５． 本大会に投稿された短歌作品は，主催者また

は主催者の許可により，各種マスメディア等で

公開する事がありますので，予め御了承くださ

い。 

 

【主催・共催・後援 】         
［主催］ 

全国高校生短歌大会実行委員会  

［共催（予定）］ 

岩手日報社 

［後援（予定）］ 

公益社団法人全国高等学校文化連盟／岩手県高等

学校文化連盟／盛岡広域振興局／岩手県教育委員

会／一般社団法人岩手県芸術文化協会／公益社団

法人岩手県文化振興事業団／盛岡市教育委員会／

公益財団法人盛岡市文化振興事業団／岩手県歌人

クラブ／NHK盛岡放送局／IBC岩手放送／テレビ岩

手／めんこいテレビ／岩手朝日テレビ／岩手ケー

ブルテレビジョン／朝日新聞盛岡総局／毎日新聞

盛岡支局／読売新聞盛岡支局／日本経済新聞社盛

岡支局／産經新聞盛岡支局／共同通信社盛岡支局

／時事通信社盛岡支局／デーリー東北新聞社／岩

手日日新聞社／河北新報社盛岡総局／盛岡タイム

ス社／エフエム岩手／ラヂオもりおか／月刊アキ

ュート／情報紙游悠（順不同） 

 

【問い合わせ先】      

〒020-8530 盛岡市内丸12-2 

全国高校生短歌大会実行委員会事務局 

（盛岡市交流推進部観光課内） 

TEL 019-613-8391 

FAX 019-604-1717 

Ｅメール：mori-tankou@city.morioka.iwate.jp 
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