
平成２４年５月  
各	 位  
                                                      長  野  県  剣  道  連  盟	  
                                                         会  長	   小  坂  憲  次  
                                                                 	 	 （公印略）  
第67回国民体育大会剣道競技成年男子の部長野県予選会要項  

 
1	 主	 催   	 長野県剣道連盟  
 
2	 共	 催	 （公財）長野県体育協会  
 
3	 期	 日	 	 平成２４年６月２４日（日）  
               
4	 会	 場	 	 松本深志高校体育館  

松本市蟻ヶ崎３－８－１	 ℡ 0263-32-0003 
 
5	 試合方法	 全部門個人戦とし、トーナメントまたはリーグ戦とする。  
               組み合わせ抽選については、大会本部の責任抽選とする。  
 
6	 日	 程	 	 受付	 	 	 	 	 ９：００～９：３０	  
	 	 	 	 	 	  開会式	 	 	 	 ９：４５～  
	 	 	 	 	 	  試合開始	 	 １０：００～	 

 試合終了	 	 １５：００～  
  	  	 	 	 	 	 閉会式	 	 	 １５：３０～      終了後合同稽古会を実施します。  
 
7	 種別と  
	 	 出場制限  種別番号 出場制限   

 ①   

成年男子  

 先鋒の部：２５歳未満（高校生は含まない） 
 ②   次鋒の部：２５歳以上３５歳未満  
 ③   中堅の部：３５歳以上４５歳未満  
 ④   副将の部：４５歳以上５５歳未満  
 ⑤   大将の部：５５歳以上  

   申込時は種別番号を記入してください。  
 
 
 
8	 出場資格	 （１）日本国に国籍を有し、下記のいずれかが長野県であり、長野県剣道  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 連盟の登録会員である者。  
	 	 	 	 	 	         ア	 居住地を示す現住所  
                      イ	 勤務地  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ウ   学校教育法第1条に規定する学校の所在地  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  エ	 大学生またはその卒業高等学校所在地  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  オ	 上記ア、イ、ウに属する者は、平成23年4月30日以前から本  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  大会参加時まで、引き続き長野県に居住、勤務または通学して  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  いなければならない  
              （２）第66回国民体育大会（平成23年度実施）において、他都道府県か  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ら監督または選手の資格で参加した者は、下記を除き参加すること  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 はできない。  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ア	 平成23年度に学校教育法第1座用に規定する学校を卒業した者。  



	 	 	 	 	 	 	 	 	  イ	 結婚及び離婚に係る者。  
	 	 	 	 	 	 	 （３）平成６年4月1日以前に生まれた者とする。  

	 	 	 	 	 ・種別毎の年齢計算は平成24年4月1日を基準とする。  
	 	 	 	 	 	 	 （４）国民体育大会ふるさと選手制度について（成年種別出場選手）  
	 	 	 	 	 	 	 	 ・卒業中学校または高等学校のいずれかの所在地が長野県であること  
	 	 	 	 	 	 	 	 ・「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方

	 	 	 	 	 	 	 	 	 法により「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 した「ふるさと」は変更できないものとする。  
	 	 	 	 	 	 	 	 ・ふるさと制度の活用については、原則として、1回につき2年以上連続

とし、利用できる回数は2回までとする。  
	 	 	 	 	 	 	 	 ・「ふるさと」の登録については長野県剣道連盟事務局に、本人が直接

	 	                  申し込むこと  
 
9  試合・審判	 （一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則及び細則による。  
 
10	 選手選考   各部門の優勝者を第67回国民体育大会剣道競技成年男子の部長野県代表	 
	 	 	 	 	 	 選手とする。  
 
11	 参加費     参加費用一人２，０００円  
              ＊大会当日受付で納入すること。  
 
12	 申込方法   所定の申込用紙に必要事項を記入し、各支部・加盟団体の事務局に申し込
	 	 	 	 	 	 	 むこと。（申し込み先は別紙一覧参照）  
 
13	 申込締切	 平成２４年６月１０日（日）各支部・加盟団体事務局まで	 期日厳守  
 
14	 個人情報保護法への対応  
	 	 	 	 	 	 	 申込書に記載される個人情報（所属支部・団体名、称号・段位、漢字氏名、

	 	 	 	 	 	 	 カナ氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業等）は (一財）全日本剣
	 	 	 	 	 	 	 道連盟及び長野県剣道連盟が実施する本大会運営のために利用する。なお、

	 	 	 	 	 	 	 所属支部・団体名、氏名等の最低限の個人情報は必要の都度、目的に合わ

	 	 	 	 	 	 	 せ公表媒体に公表することがある。さらに、剣道の普及発展のために報道

	 	 	 	 	 	 	 関係者に必要な個人情報を提供することがある。  
 
15	 その他	 	 ・ゴミは各団体でお持ち帰り下さい。会場内に設置されているゴミ箱は使
	 	 	 	 	 	 	 	 用しないでください。  
                ・貴重品等は各自で管理をお願いいたします。   

  	 長野県剣道連盟事務局  
    長野市諏訪町５０３  
	 	 担当：理事長	 加瀬浩明  
    電話０２６－２３７－８９３９  
    FAX０２６－２３５－８２６６  

 
 
 



申込日	 ：	 平成　　年　　　月　　　日

長野県剣道連盟会長　殿

第67回国民体育大会剣道競技　

成年男子の部長野県予選会参加申込書
次の通り申込みをいたします。

所属支部

加盟団体

ふりがな 性別

昭和

平成

年齢 歳

（平成24年4月1日現在）

〒 －

電話番号

職業

最終学校名

現在の段位 全日本剣道連盟 段

現段位の
取得年月日

年 月 日

剣道経歴

住所

〒　　　　－

所属長名

＊出場種別は、大会要項に記載された①～⑤までのまる数字で記入すること。

＊剣道経歴は全国大会以上の出場記録を記入すること。

＊本申込を所属の支部または加盟団体長へ提出すること。

出場種別
＊要項記載の番号で記入

年　　月　　日	 
男
　
女

住所

派遣依頼先

生年月日

氏名


