平成３０年度

第４３回関東中学校剣道大会要項

１

目
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関東中学校体育大会は，中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与
え，体力・技能の向上とスポーツ精神の高揚を図り，心身ともに健康な生徒を育成す
る。また，スポーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り，生涯スポーツの基礎つく
りに寄与する。
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主

催

関東中学校体育連盟

３

主

管

栃木県中学校体育連盟

４

後

援

栃木県中学校長会
（公財）栃木県体育協会
栃木県剣道連盟
栃木県学校剣道連盟
小山市教育委員会
関東各都県剣道連盟
関東各都県学校剣道連盟
下野新聞社
（公財）日本武道館

５

期

日

平成３０年８月１０日(金)
開会式１２時４０分 試合開始１４時００分（個人戦）
個人戦表彰式１５時４０分
８月１１日(土)
開始式 ９時００分 試合開始９時０５分（団体戦）
閉会式１６時００分

６

会

場

栃木県立県南体育館
〒３２３－００４２

ＴＥＬ

栃木県教育委員会

栃木県小山市外城３７１－１

０２８５－２１－００２１

ＦＡＸ

０２８５－２１－２６９７

７ 参加資格
（１）各都県中学校体育連盟加盟の学校に在学し，該当競技要項により，関東中学校体育大会の参加
資格を得た者とする。参加をする生徒は，学齢・修業年限が一致していること。ただし，その
年度の６月３０日までに，各都県中学校体育連盟を通じて（公財）日本中学校体育連盟に申し
出，承認を得た生徒についてはこの限りではない。
（２）夏季大会に限り，同一年度の参加は全競技を通じて一人１回とする。
（３）参加資格の特例
①学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各都県中学校体育連盟の予選大
会に参加し，関東中学校体育大会への参加資格を得た者。
②参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
ア 関東大会への参加を認める条件
・関東中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。
・参加を希望する学校にあっては，学齢・修業年限が一致していること。また，連携校と
の生徒による混成は認めない
・各学校にあっては，部活動が教育活動の一環として，日常継続的に責任ある顧問教員の
もとに適切に行われており，運営が適切であること。
イ 関東大会に参加した場合に守るべき条件
・関東中学校体育連盟大会要項及び規則を遵守するとともに，大会の円滑な運営に協力す
ること。
・大会参加にあっては，責任ある教員が引率するとともに，万一の事故の発生に備え，傷
害保険等に加入するなど，万全の事故対策を立てておくこと。
・大会に参加する経費は当該校が負担すること。

８

参加料
一人 ２,０００円
【振込先】
銀行名 ： 栃木銀行 栃木西支店
口座番号： 普通 １０４５４８０
口座名義： 第４３回関東中学校剣道大会事務局 会計 篠大雄
※８月３日（金）までに，上記口座に学校名を明記の上，お振り込みください。
※団体戦，個人戦どちらにも出場の場合は，重複せずに一人分としてお振り込みください。なお，
振込手数料はご負担下さい。

９ 監督・引率
（１）監督・引率者は，出場校の校長・教員・部活動指導員とする。
（２）監督・引率者の特例
関東中学校体育大会の個人種目への生徒参加について，日常指導している顧問が引率できず，
校長がやむを得ないと判断した場合に限り「関東中学校体育大会監督・引率細則」により，校
長が承認した保護者及び外部指導者の引率を認める。ただし，その場合は，当該の校長は当該
中学校体育連盟と協議し，様式２・３・４・５をもって監督依頼をしなければならない。
※引率者としての外部指導者は，「外部指導者の規程」による。
10 参加者数
（１） 各都県予選通過チーム（者）とし，団体戦は男女とも４８チーム（各都県男女とも６チーム）
とする。
個人戦は，男女各３２名（各都県男女とも４名）とする。
（２）競技参加人数は，団体戦は男女とも監督１名・選手５名・補員２名，計８名以内とする。
個人戦の参加者には，監督１名をつける。
試合規則
全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則・細則」及び「（公財）日本中学校体育連盟剣道部申し
合わせ事項」による。
（１）試合方法
①個人戦
ア トーナメント方式で優勝・第２位・第３位を決定する。ただし，第３位決定戦は行わな
い。
イ ３分３本勝負，勝敗の決しない場合は，延長戦を時間を区切らず勝敗の決するまで行
う。
②団体戦
ア 男女とも３チームを１組として，各組で予選リーグを行い，各組１位による決勝トーナ
メント方式とする。ただし，３位決定戦は行わない。
イ 予選リーグの場合
・３分間３本勝負，勝敗が決しない場合は引き分けとする。
・得点は勝ちチーム１点・引き分け０．５点・負け０点とし，得点・勝者数・総本数の
順で順位を決める。
・リーグ戦１位が３チームの時は，任意の代表者戦を３分３本勝負，勝敗が決しない
場合は，延長戦の時間を区切らず勝敗の決するまで行い，勝数・総本数の順で順位を
決める。なお，試合の順序は当初のリーグ戦と同じ順番で行う。また，この結果にお
いても順位が決定しない場合は，当該チームによる任意の代表者戦を再度行う。ただ
し，当該チームが２チームの場合の代表者戦は，３分１本勝負，勝敗が決しない場合
は，延長戦の時間を区切らず勝敗の決するまで行う。
・リーグ戦１位が２チームの時は，任意の代表者戦を３分１本勝負，勝敗が決しない
場合は，延長戦の時間を区切らず勝敗の決するまで行う。
11

ウ

決勝トーナメントの場合
・３分間３本勝負，勝敗が決しない場合は２分間の延長を１回行う。それでも勝敗が決
しない場合は引き分けとする。ただし，団体の勝敗が決した後は延長を行わない。
・勝者（チーム）が決しない時は，任意の代表者戦を３分１本勝負，勝敗が決しない
場合は，延長戦の時間を区切らず勝敗の決するまで行う。代表者戦の場合は，任意の
代表者を試合ごとに監督が審判主任に届け出る。
③細部については，各都県委員長会議で協議し，決定する。
（２）特別規定
①出場選手は下記の要領で布製の名札を使用する。
○○中

麻
生

←学校名「中」と必ず入れる。中等教育学校については「中等」と、義務教育
学校については「義務」と入れる。黒又は紺地の布に白地の文字とする。
←姓
←同姓の選手がいる場合には，名前の頭文字を入れること。

直
②化学繊維竹刀の使用を認める。
③アイガード及びポリカーボネート積層板装着面の使用を認める。
④面紐・胴紐は紺色系か白色のみ使用を認める。
⑤サポーター・足袋・テーピングなどの使用は，医療上必要な場合は認める。その際，試合場
主任に申し出ること。ただし，ゴムや革を底に貼った物等の使用は認めない。
⑥面金を黒塗りにした面など，通常の配色でない面の使用を禁止する。
⑦申し込み後の選手変更（補充登録願）については，個人戦は参加申し込み期限，団体戦につ
いては監督会議の開始までに申込書（補充登録願）の様式を使い，学校長の承認を得て届け
出ること。
12 表
彰
（１）関東中学校体育連盟
種目別
優
勝
団 体 優勝旗・賞状・賞品
個 人 賞状・賞品

第 ２ 位 第 ３ 位 敢闘賞（ベスト８）
賞状・賞品 賞状・賞品
賞状・賞品
賞状・賞品 賞状・賞品
賞状・賞品

（２）（公財）日本武道館
種目別
優 勝
団 体 賞状・賞品
個 人 賞状・賞品
13 参加申込
（１）申込期限
web での申し込みは予選終了２日以内とする。
都県名
予選会
栃木
７／２８，２９，３０
千葉
７／２７，２８，２９
山梨
７／３０
群馬
７／２９，３０
埼玉
７／３０，３１
神奈川
７／３１，８／１
茨城
７／２１，２２
東京
７／２６，２７

◎最終申し込み

申込期日
８／１
７／３１
８／１
８／１
８／２
８／２
７／２４
７／２９

８月２日（木）ネットによる登録完了

その後，印刷した申込用紙に職印を押印したものを下記の大会申込先に速やかに送付すること。

（２）申込先
〒３２９－１３１１ さくら市氏家３２４３
さくら市立氏家中学校
第４３回関東中学校剣道大会web担当 山本 博嗣 宛
TEL０２８－６８２－２２０４ FAX０２８－６８２－０３７９
E-mail：helpdesk@kantokendo.com
ＨＰ ：https://kantokendo.com

※封筒の表に「関東中学校剣道大会申込書」と朱書きすること。
（３）申込方法
ＨＰよりダウンロード（別紙の手順に従って）して，下記①と②を作成し，それぞれ指示され
た方法で申し込むこと。
①プログラム用申込書
必要事項を記入の上，ｗｅｂにて登録する。
※外字を使用する場合には対応できない場合があるのでご了承ください。なお，関係生徒及
び保護者へ必ず連絡をお願いします。
※データをそのまま使用しますので，誤字・脱字には十分注意してください。
②大会申込書
上記①「プログラム用申込書」をプリントアウトし，学校長の職印を押印したものを郵送する。
※部活動指導員、外部指導者を申請する学校は，様式に従って作成し，大会申込書と同封に
て郵送してください。

14 諸会議及び主な日程
（１）平成３０年８月１０日（金）
会場 小山市県南体育館
役員入館
７：００～
各都県委員長会議
８：２０～ ９：００（研修室）
審判会議・講習
９：２０～１１：００（剣道場）
監督、選手入館・受付 ９：３０～１１：３０（１Ｆ正面入口）
竹刀検量
９：３０～１２：００（１Ｆロビー南側）
応援者入館
１０：００～
（２Ｆ入口）
監督会議
１１：２０～１１：５０（剣道場）
開会式（選手入場） １２：４０～１３：４０（メインアリーナ）
試合開始（個人戦） １４：００～
（メインアリーナ）
個人表彰
１５：４０～１６：１０（メインアリーナ）
※各都県委員長会議・審判会議・監督会議の受付は，各会議の始まる２０分前から行う。
※試合の進行状況により，時程が前後することがありますのでご了承下さい。
（２）平成３０年８月１１日（土）
会場 小山市県南体育館
役員入館
７：００
監督、選手入館・受付 ７：３０～ ８：００（１Ｆ正面入口）
応援者入館
８：００～
（２Ｆ入口）
竹刀検量
７：３０～ ９：００（１Ｆロビー南側）
審判会議
８：００～ ８：２０（剣道場）
開始式
９：００～
（メインアリーナ）
試合開始
９：０５～
（メインアリーナ）
閉会式
１６：００～１６：３０（メインアリーナ）
※試合の進行状況により，時程が前後することがありますのでご了承下さい。
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宿
泊
宿泊要項を別に定め，各都県に送付する。宿泊については要項を参照して下記に直接申し込むこ
と。問い合わせについても下記の業者に直接行うこと。
※詳細は宿泊要項参照
株式会社 ＪＴＢ関東法人営業部宇都宮支店
「平成３０年度 関東中学校剣道大会」
〒３２０-０８０１ 栃木県宇都宮市池上町４－１
℡０２８－６１４－２２５０
FAX０２８－６１４－２００５

16 連絡事項
（１）監督の服装は，男女とも審判員に準ずる（グレーのズボン，半袖白ワイシャツ，エンジのネク
タイ，紺の靴下）。
（２）選手の開会式・閉会式の服装は，剣道着・袴に胴と垂をつける。
（３）個人戦・団体戦ともに，開会式は８月１０日（金）１２：４０から行う。
（４）組み合わせ抽選は，栃木県実行委員会において，大会委員の立ち会いのもと行う。
（５）大会期間中における参加者の負傷・傷病等は，応急手当のみ行う。また，本大会は独立行政法
人日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。
（６）練習会場は，県南体育館メインアリーナ，サブアリーナとする。
大会前日
大会１日目
大会２日目
メインアリーナ
15:30 ~ 17:00
9:30 ~ 11:30
7:30 ~ 8:40
サブアリーナ
14:00 ~ 17:00
14:00~ 16:00
7:30 ~ 13:00
（７）竹刀検量
８月 ９日（木） １３：００～１６：００ 体育館１Ｆロビー南側
１０日（金）
９：３０～１２：００ 体育館１Ｆロビー南側（個人戦出場選手優先）
開会式終了後～１５：３０ 体育館１Ｆロビー南側
１１日（土）
７：３０～ ９：００ 体育館１Ｆロビー南側
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連絡先
〒３２９－３１５２ 那須塩原市島方６８９
那須塩原市立東那須野中学校
第４３回関東中学校剣道大会事務局 内海 直之
TEL ：０２８７－６７－１１６６
FAX ：０２８７－６５－２８５７
E-mail：helpdesk@kantokendo.com
ＨＰ ：https://kantokendo.com
※8/2(木) ～ 8/9(木)
事務局携帯(内海) ０９０－４７１４－７３４０

宛

