
平成２５年１月２２日  
 
支部長  各位  
 

第５回長野県剣道連盟支部対抗剣道大会要項  
 

長  野  県  剣  道  連  盟	  
会長	 小  坂  憲  次  

	 （公印略）  
 

１	 主	 旨   長野県剣道連盟所属の各支部から年齢別の代表者によって構成されるチー
ムにより、各支部間の交流を通じて、互いに技をきそい、その向上に努め、
長野県剣道界の剣道普及、発展を図る  

 
２	 主	 催   長野県剣道連盟  
	 
３	 主	 管   飯山支部  
	 
４	 期	 日	 平成２５年３月３日（日）  
 
５	 会	 場	 飯山市戸狩トピアホール  
	 	 	 	 	 	 飯山市大字豊田６５６９（TEL	 0269-65-3100）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
６	 日	 程	 受付	 	 	 	 	 ９：００～９：２０  
	 	 	 	 	 	 公開抽選       ９：３０  
	 	 	 	 	 	 開会式	 	 	 	 	 	 	 ９：４５                             
	 	 	 	 	 	 試合開始	 	 １０：００～  

閉会式       １４：３０ (予定 ) 
            	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 閉会式終了後、合同稽古会を行います。	 

終了	 	 	 	 １５：１５（予定）  
情報交換会	 １５：４０～１６：３０   （懇親会）  

 
７	 出場選手資格及び選出方法	  
	 	 	 	 	 （１）長野県剣道連盟登録会員で、各支部の所属会員を原則とする。  
	 	 	 	 	 （２）各支部より、次の構成により1ﾁｰﾑを出場させる。  
          	 【支部対抗団体戦】  
              	 	 先鋒・・・・・・  高校生男子  
              	 	 次鋒・・・・・・  高校生女子  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 五将・・・・・・  18歳以上30歳未満男子  
	 	 	 	 	 	 	 	            （大学生・専門学校生含む、高校生は含まない）  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中堅・・・・・・	 	 18歳以上30歳未満女子  
                           	 （大学生・専門学校生含む、高校生は含まない）  
	 	 	 	         三将・・・・・・	 	 30歳以上45歳未満男子  
                副将・・・・・・  30歳以上女子  
     	 	 	 	 	  大将・・・・・・  45歳以上男子  
	 	 	 	 	 	 	 	 （年齢計算は、平成２５年３月２日〔大会前日〕を基準とする。）  
 
８   試合方法	 １７支部によるトーナメント戦  
 
９	 組み合わせ抽選  
              大会当日に各支部長による公開抽選を行う。  
 
10	 運営協力費	 各支部	 ５０００円  
 



11 表	 彰    
・	 優  勝ﾁｰﾑ  ：優勝杯（持ち回り）、賞状、賞品	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
・	 準優勝ﾁｰﾑ ：賞状、賞品  
・	 ３位ﾁｰﾑ ：賞状、賞品  

	 	 	 	 	 	 	  
12 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。  
・	 試合はトーナメント戦（抽選は大会当日、各支部長による公開抽選とする）  
・	 試合は３本勝負とし、試合時間は４分、勝負の決まらない場合は引き分け	 
とする。	 

	 	 ・勝者数総本数が同じ場合は、代表者戦を行う。  
	 	 	 代表者戦は引き分けたポジションが行う。なお引き分けたポジションが2つ	 

以上ある場合は、監督の抽選により代表者戦を行うポジションを決定する。	 
代表者戦は1本勝負とし、試合時間は区切らず、勝負の決するまで行う。  

 
13	 安全対策  
・	 主催者において、試合中の選手の傷害事故に対し、スポーツ傷害保険に加	 
入する。  

 
14	 申込方法  
・	 所定の様式に必要事項を記入し、長野県剣道連盟事務局に郵送で申し込む	 
こと。  

 
15	 申込締切	 平成２５年２月１７日（日）長野県剣道連盟事務局まで	  
 
16	 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 (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、氏名等の最上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マスコミ関係者に必要な個人情
報を提供することがある。	  

 
17	 情報交換会へのお誘い  
    ・大会終了後の報校交換会（懇親会）を行います。県連役員（役員・理事・評議員）

及び各支部役員の方、選手等参加者を各支部でまとめ、県連事務局に申込み下さ
い。2月1７日締切。会費は、お一人５００円です。（高校生は無料です）  

 
18 その他	 	 
・	 ３月２日（土）の宿泊並びに３日（日）の弁当の希望がある場合は、幹施します
ので飯山支部事務局（岸田TEL	 0269-62-2470）までご連絡下さい。	 

・	 前日の稽古も行うことができます。  
 
  

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


