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「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

令和５年度に北海道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、全国各地の予選を勝ち抜いた選手が集う高校生最大のスポーツ
の祭典です。夏季大会と冬季大会が開催されており、本道での夏季大会の開催は昭和 62 年以来、36
年ぶりとなります。
(2) 開催競技・種目
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
2９競技
（3３種目）

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（トラック・ロード）
、ボクシング、ホッケー、ウエイトリフティング、
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
※ヨット：平成 27 年度から令和６年度まで和歌山県で固定開催

３ 応募資格
道内の中学校、義務教育学校（後期課程）
、中等教育学校、高等学校、特別支援学校（中・高等部）及
び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
ア 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。
イ 地域名を使用する場合は、
「北海道」を用いることとします。
ウ 作品には、
「総体」及び開催年度の「2023」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、北海道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
ア 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。
イ 作品には、
「高体連マーク」(次ページ参照)及び開催年度の「2023」を必ず入れるものとします。
ウ 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。
エ コンピュータグラフィックによる作品も可とします。
オ 作品は、
Ａ４版縦サイズの用紙を使用し、
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
ア 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。
イ 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。
ウ コンピュータグラフィックによる作品も可とします。
エ 作品は、B４版縦サイズもしくは A３版縦サイズの用紙を使用し、用紙サイズ内に作品を描くも
のとします。
オ 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、ポスターと
して使用しますので、文字は入れないでください。
５ 応募方法
(1) 応募作品数は、各部門１人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) 作品は学校ごとに取りまとめの上、応募してください。
(4) 大会愛称及びスローガンについて
・所定の応募用紙を使用して応募してください（郵送・電子データ可）
。
(5) シンボルマーク及び総合ポスター図案について
・所定の応募用紙と作品を併せて応募してください（郵送・電子データ可）
。
※電子データの場合は、画像ファイル（jpg・png）もしくは PDF で送信してください。
(6) 募集要項及び応募用紙は、健康・体育課のホームページ(http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
hk/ktk/index.htm)からもダウンロードできます。
６ 応募期間
令和２年８月３日（月）～令和２年９月 30 日（水）
【必着】
７ 応募・問合せ先
＜郵送・問合せ先＞
〒060‐8544 札幌市中央区北３条西７丁目
北海道教育庁 学校教育局 健康・体育課 高校総体企画係・競技係
TEL：011-206-6863

FAX：011-272-1234

＜電子データ送付先＞
北海道教育庁 学校教育局 健康・体育課 高校総体企画係・競技係
ueno.atsushi2@pref.hokkaido.lg.jp

８ 審査・発表及び表彰
(1) 作品の審査は、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

９ 作品の取扱い
(1) 最優秀作品は、令和５年度全国高等学校総合体育大会の大会愛称、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、北海道準備（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。
10 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) 北海道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。
11 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。

◆過去の大会愛称・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
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令和元年度［南部九州］

令和２年度［北関東］

感動は無限大
南部九州総体 2019

令和３年度［北信越］

令和４年度［四国］

魅せろ躍動
北関東総体 2020

輝け君の汗と涙
北信越総体 2021

躍動の青い力
四国総体 2022

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
動は生まれるというイメージを
表現しました。

東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会が開催されるスポ
ーツの年として、たくさんの人が
活躍する姿を魅せてほしいと思
いました。

選手が一生懸命に頑張って流
した汗と、その後に流す涙で、感
動を与えてくれる総体のイメー
ジが光輝かしく感じたので、この
言葉にしました。

「青」には、四国が“海”に囲ま
れていることや、“自然豊か”な
場所であること、そして、主役の
高校生の“若さ”を込めていま
す。2022 年にこの四国の地で、
高校生たちが、思う存分力を発
揮して躍動して欲しいという思
いを込めました。

響かせろ 我らの魂
南の空へ

夢を追う熱き思い
今虹となれ

走れ 北信越の大地を
とべ 北信越の大空へ

燃え上がれ我らの闘志
四国の大地へ

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
で不屈の精神の意）。その二つを
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。

夢を 追い かける若き 選手た
ち。その数えきれないほどの努
力と熱い思いが感動を生み関東
の空をかける虹となるイメージ
を表現しました。

出場選手たちに、北信越の地
で思う存分試合を行ってほしい
ので、躍動感のあるスローガン
にしました。

高校生の大人にはない闘志や
勝ちへの気持ちを炎に表して燃
え上がれという言葉を使い、高
校生の力強さを表現しました。各
県の思いをぶつけ合い、最後ま
で闘志を燃やし続け、感動を届
けてほしいという思いを込めて
います。

九州・沖縄の８県を表す８つの
パーツで１つのマークを構成し、
南部九州４県を表す４色で塗り
分け、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。

選手一人一人が 頂点を 目指
し、高く翔び立ってほしいという
思いをこめて、大きな翼をイメー
ジし、たくさんの感動や出会い、
選手たちの明るい未来を色鮮や
かに表現しました。

ベースの形を三角形にするこ
とで、一つの頂点へ手を伸ばす
選手たちを表しています。また、
顔の位置はさらに上の舞台（オリ
ンピック）を意識させるように配
置しました。配色は各県の県旗か
らとりました。

４つの県が協力して一つの形
を作り上げているのを表現して
います。枠内に収まっていながら
も一つ一つのピクトグラムの動
きに躍動感をつけ、スポーツの
情熱と一体感を表現しました。

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。

輝きに満ちながら大きく羽を
広げ競技をする選手を描きまし
た。また、リボンのたすきで応援
してくれる人や今までの練習な
ど、そこに至る思いを表現しまし
た。

勝利＝光として、その光を掴も
うと必死に手を伸ばしている様
子を描きました。周りにある花の
ようなものは、人の心を表現しま
した。

光が射す青空に向かい躍動す
る選手たちを描きました。太陽の
光は勝利を表し、選手たちの色
は希望の光を浴びて輝く虹色で
表現しました。

（開催中止）

