
平成24年10月 
長野県剣道連盟設立60周年記念 

第６０回長野県剣道居合杖道薙刀大会要項  
 
 

１	 主	 催  	 長野県剣道連盟 
 
２	 期	 日	 	 （１）平成２４年１１月２３日（祝） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成年女子・中学生男子・中学生女子・小学生 
	 	 	 	 	 	 	 （２）平成２４年１２月２２日（土） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成年男子 
 
３	 日	 程	 	 午前８時００分～８時４５分	 受付 

午前９時００分	 開会式	  
午前９時３０分	 試合開始 
	 	 日程の詳細はHPに掲載します。 

 
４	 会	 場	 	 （１）平成２４年１１月２３日（祝）	 	 長野市営豊野体育館    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長野市豊野町豊野624	 	  	 	 	 電話026-257-5875 
	 	 	 	 	 	 	 （２）平成２４年１２月２２日（土） 	  南長野運動公園体育館 
                      	 	 長野市篠ノ井東福寺字上組北320	 	 電話026-293-4048 
 
５	 チーム編成（１）出場チームは長野県下における各道場、剣友会、学校、クラブ等の単位団体	 

及び種別	 	 	 	 	 	 	 とする。	 

	 	 	 	 	 	 	 （２）単位団体における出場数は1団体1チームとする。 
	 	 	 	 	 	 	 （３）出場種別及び選手数は以下の通りとする 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ①成年女子の部（高校生以上）１チーム５名編成 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②中学生男子の部	 	 	 	 	 	 １チーム５名編成 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③中学生女子の部	 	 	 	 	 	 １チーム５名編	 

	 ④小学生の部      	 	 	 	 	 	 １チーム５名編成 
                      ⑤成年男子の部	 	 	 	 	 	 	 １チーム５名編成 
             	 	 （４）登録選手に欠員が出た場合は、当日朝の受付時に申し出ること。	 

また、試合途中で事故等による補員の補充も認める。その際には本部に申し出ること。	 

なお、一度変更した選手は、再び出場することができない。 
 
６	 試合・審判	 全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、同細則ならびに本大会の申し合わせ事項にて行う。 
 
７	 試合方法 （１）各種別ともトーナメント方式により行う。	 

 （２）試合時間は、成年の部は４分、中学生の部は３分、小学生の部は２	 分とし、勝敗は１本勝
負とし、勝負が決しない場合は引き分けとする。	 	 	 	 	 	 	 	 	 また、大将戦が終わっ

た後、団体の勝敗が決しない場合は、代表決定戦において勝敗を決する。なお、代表決定戦

は試合時間を区切らずに1本勝負とする。 
	 （３）組み合わせ抽選については、大会本部の責任抽選とする。 

 
８	 表	 	 彰    成年女子の部・中学生男子、女子の部・小学生の部 
	 	 	 	 	 	 	 	 優勝チーム：賞状、優勝カップ、賞品 
               	  準優勝チーム：賞状、賞品 
                  三位チーム：賞状、賞品 
                

	 

成年男子の部 
                     優勝チーム：賞状、優勝旗、優勝カップ、優勝刀、賞品 
                   	 準優勝チーム：賞状、賞品 
                   	 三位チーム：賞状、賞品 
 
９	 参加費	    参加費1チーム6，000円	 	 ＊大会当日受付で納入すること。 



 
10	 申し込み方法（１）大会申込用紙は、各団体が長野県剣道連盟ホームページよりダ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ウンロードする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 （２）大会申込書の他に返信用封筒（長形3号ｻｲｽﾞ）に切手（80円）を貼り貴団体代表

者の宛先を記入したもの）を同封して、直接下記宛に申し込むこと。  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 申込先：長野県剣道連盟 
                          	 	 	 	 	 	 〒380-0844	 	 長野市諏訪町503	 ℡026(237)8939	 	 

（３）同封していただいた返信用封筒にて、県連事務局より各団体代表者宛てに「大会

参加にあたっての連絡事項」、駐車券を送付させていただきます。  
	 	 	 	 	 	 	 	 （４）ＦＡＸでの申込は受け付けません。  
	 	 	 	 	 	 	 	 （５）申込は各支部・加盟団体を通さず直接長野県剣道連盟に申し込むこと。 
 
11	 申込締め切り（１）成年女子・中学生男子・中学生女子・小学生 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２４年１１月１４日（水）必着（組み合わせ抽選日：１５日） 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 （２）成年男子 
                  	 	   	 平成２４年１２月５日（水）必着（組み合わせ抽選日：６日） 
 
12	 その他	 	 	 （１）参加チームは選手表(下記)を作成し、大会当日受付に提出すること。 

〈選手表の作成について〉 
・以下のｻｲｽﾞ（模造紙１／８の大きさ）で選手表を作成し、当日受付に提出して下さい。 

	 	 	 	 	 	 	 	 【選手名表】 
 ＊ 

チ 
ー 
ム 
名 

 先鋒 
 
氏 

 
名 

次鋒 
 
氏 

 
名 

中堅 
 
氏 

 
名 

副将 
 
氏 

 
名 

大将 
 
氏 

 
名 

ポジション名は横書き 
 
氏名は縦書き 
 
縦約２０㎝ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約9cm	 	 	 約9cm	 	 	 約9cm	 	 約9cm	 	 約9cm	 	 約9cm 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＊成年女子・中学生男子・中学生女子・小学生は、選手表の左上(チーム名の左上)に小さく種別を

記入してください。 
記入例：小学生の場合、「小」と記載する。以下「中男」「中女」「成女」と黒ペン等でわかる

ように記載すること 

	 	 	 	 （模造紙） 
１／８ｻｲｽﾞ   

  
  
  

  	 （２）紅白の目印は各団体で用意する。 
  	 	 	 	 	 	 	 （３）駐車場については、申込書受理後、後日参加チームに駐車券を同封してご連絡させてい

ただきます。 
	 	 	 	 	 	 	 	 （４）各団体で下履き入れ用のビニール袋を持参してください。会場の下駄箱は使用できませ

ん。	 	  
 

 


