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          会長 藤極 清隆 

 

第１２回 真田幸村杯剣道大会参加について（ご案内） 

 

拝啓 暑さ厳しい折、貴校におかれましては益々御清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、日頃は当連盟の事業にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、当連盟が奨める剣道修錬による青少年の健全育成事業の一つとして標記大会を開

催いたします。本大会の目的は、東信地区の中学校・高等学校の剣道技術の向上を図ると

ともに、各校の交流を深めることにあります。つきましては本大会の趣旨をご理解いただき、

かつ盛大に開催できますよう、貴校剣道部の参加に対し格段のご配慮をお願いいたします。

なお、本大会の詳細につきましては別紙大会要項をご覧ください。 

敬 具 
 

────── 記────── 

主管：大会実行委員長 浅野武史 

１. 日程  平成３０年９月９日（日） 

２. 会場  上田市自然運動公園総合体育館 

 （住所：〒386-1214 長野県上田市下之郷乙９３５ 電話：0268-38-7195） 

 ※その他詳細につきましては、別紙要項をご覧ください 

 

※申込書の電子データは上田剣道連盟のホームページよりダウンロード可能です。 

 https://kendo-ueda.com/	 

今年度各種申込み方法の改革を進めており、E メールで送付いただく方法を取り入れます。またご

案内が遅れており申込み期限が短くなっております。別紙要項をご参照いただき、お申し込みいた

だけますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

問い合わせ先：（事業主管）上田剣道連盟・事業部部長 檀原 勇 

携帯 090-3149-4632,	 FAX:	 026-217-3874 

もしくは事務局長（佐藤）携帯 090-8853-4302	 

E-mail:	 kenshi-65@jupiter.sannet.ne.jp 
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第十二回	 真田幸村杯剣道大会要項	 
１．主	 	 催	 	 上田剣道連盟 

２．後援（予定）	 上田市、上田市教育委員会	 	 (一財)上田市体育協会 

３．期	 	 日	 	 平成３０年９月９日（日） 

４．日	 	 程	 	 開        場	 	 ７：１０	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 受        付	 	 ７：１５～	 ７：４５ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 審判監督会議	 	 ８：００～	 ８：２０ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 開   会   式	 	 ８：３０～	 ８：５０ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 試 合 開 始	 	 ９：１０ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 閉   会   式	 １６：００ （予定） 

５．会	 	 場	 	 上田市自然運動公園総合体育館（住所：上田市下之郷乙 935	 電話：0268-38-7195） 

６．出場資格	 	 東信地区の中学校ならびに高等学校の剣道部(班)に所属する１年生および２年生とする。 
  （但し、上記以外でも上田剣道連盟会長が特に認めた場合、参加を認める。） 

７．種	 	 目	 	 中学生男子の部および女子の部は、勝者数法による５名の団体戦（通常の団体戦）を行う。 
高校生男子の部および女子の部は、勝抜き法による５名の団体戦を行う。 

８．チーム編成	  (1) 中学生の部 
① 男女共に各校１チーム（３名以上７名以内）の出場とする。但し、選手が５名に満たない
場合、【次鋒】、【副将】の順で空けるものとする。 

② 試合に出場できるのは、登録選手（７名以内）とする。 
③ 登録選手の欠場によりチームが３名に満たない場合、【中堅】、【先鋒】の順に空けるもの
とし、１名でも登録チームのまま出場できるものとする。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2) 高校生の部 
① 男女共に各校２チームまで（１チーム３名以上７名以内）の出場とする。但し、２チーム
出場の場合、Ａチームを主力チームとし、Ａチームの登録人数は５名以上とする。 

② 試合に出場できるのは、登録選手（７名以内）とする。 
③ 登録選手の欠場によりチームが３名に満たない場合、登録チームのまま（１名でも）出場
できるものとする。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3) 混成チームについて 
① 中学生の部、高校生の部ともに、選手が３名に満たない学校については、混成チームでの
出場希望を受け付ける。（混成チーム希望として参加申込みを行う。） 

② 混成チームの編成は、主催者が出場希望校の参加状況を見て行う。（状況によっては、５
名に満たない学校と、３名に満たない学校での混成チームを編成することもある。） 

９．試合方法	 	 (1) 共通事項 
① 本大会は全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、同細則、同運営要領および本大会の申し合
わせ事項（高体連・中体連の申し合わせ事項含む）により実施する。 

② 試合ごとの選手のオーダー変更は自由とする。但し、オーダー表の提出は試合ごと行い、
当該試合の原則２試合前までに試合場主任へ提出する。 

③ オーダー表と間違えて出場した場合は、その選手とその選手が出るべきポジションの２人
を２本負けとし、その試合の既得権は認めない。但し、当該選手の試合終了までに指摘が

無い場合、その試合は成立とする。 
④ 代表戦および延長戦で試合が長引く場合は、選手の健康・安全を考慮し、審判主任の判断
で１０分を目安に３分以内の給水時間を設ける。 
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(2) 中学生の部 
① 試合は３分３本勝負とし、時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。 
② 勝者数が同数の場合は総本数の多いチームを勝ちとする。 
③ 総本数も同じ場合は代表戦（時間無制限１本勝負）を行う。 

(3) 高校生の部 
① 試合は４分３本勝負とし、時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。 
② どちらか一方あるいは双方の大将（オーダー表の最後の選手）が試合を行い時間内に勝敗
が決しない場合は、時間無制限の延長戦を勝敗の決するまで行う。 

１０．組 合 せ	 	 主催者が責任を持って行う。 

１１．表	 	 彰	 	 各部とも	 １位：賞状、優勝杯（持ち回り） 
	 	 	 	 	 	 	     	 	 	 	 	 ２位：賞状  

３位：賞状（２チーム） 

１２．参 加 料	 	 １チームに付き	 ３，０００円	 を大会当日、受付時に納入する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （混成チームで申し込みの場合	 １名に付き	 １，０００円	 とする。） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※ 当日参加を取り消す場合でも、参加料は支払うものとする。 

１３．申込方法	 	 大会参加申込書（EXCELファイル）に入力の上、下記までEメールにて申し込む。 
	 申込締め切り：平成３０年７月２７日（金）	 （期日厳守）	 

 

今年度より E メールによる申込方法を採用します。申込用 EXCEL ファイルを上小剣連ホームページ  

https://kendo-ueda.com/  よりダウンロードして必要事項を入力の上、顧問より E メールにて 

kenshi-65@jupiter.sannet.ne.jp 宛にファイルを添付して送信して下さい。 

 不参加の場合も、申込締め切り日までにEメールにてご一報を頂けると幸いです。 

１４．選手変更	 	 申し込み後、登録選手に変更が生じる場合には、上記申込用ファイルを修正の上、下記提出期

限までに、Eメールに再添付して送信。（その後の変更は受付いたしません） 
提出期限：平成３０年８月１７日（金）	 （注意！参加申込み期限ではありません） 

１５．個人カード (1) 各校チームごと、学校名を記したカード 1枚と登録選手の姓を記したカード（最大７名分）
を用意し、当日受付に提出する。（縦 21cm×横 10cm）※A4用紙 1/3サイズで縦書きとする。 

 (2) 同姓の選手が 2名以上いる場合は右下に名前の一文字を記す。 
 (3) 選手カードの下部余白に鉛筆書きで校名を記す。 
 (4) 女子チームのカードの上端には赤色の線をひく。 

１６．審 判 員	 	 審判員は審判長が選出し、大会会長名で委嘱する。 

※審判が可能な学校顧問の先生は、申込用ファイルの審判員シートにご入力ください。 

※（上記申込頂いた先生には改めての委嘱状は送付しません。なお審判員の昼食は主催者にて用意いたします。） 

１７．そ の 他 (1) 竹刀検量は行わないため、点検を十分に行い不備の無い物を使用する。 
 (2) 面紐や小手紐の長さなどを整え、見苦しくない着装で試合に臨む。 
 ※危険防止のため、各校にて事前に十分ご指導下さい。 

 

（個人カード見本）	 

10cm 
 真
田 

上小 

21cm 



上田市自然運動公園総合体育館の駐車場について  

 

大会当日、自然運動公園はグランドでの大会と重なり、駐車場が大変混雑いたします。 

下記の地図をご参照いただき、上部の屋内テニス場回りの第３駐車場（施設入口付近は駐車禁止）、

その下側第４駐車場（マイクロバスはこちら）をご利用ください。プール横の第１駐車場は他の

公園利用者（特に子供連れ）も使うため譲り合ってご利用ください。また体育館の山側周遊道路

は審判員の先生、運営スタッフが主に利用させて頂きます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

地図データ ©2014 Google, ZENRIN -

画面上の情報をすべて見るには、"印刷" をク
リックします。

上田自然運動公園体育館 - Google マップ https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl
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自然運動公園
総合体育館

長野大学

この部分の路上駐車は民家が
あるので厳禁です

プール横第１駐車場
子供連れの一般利用者も駐車します、
譲り合ってご利用ください

体育館裏山の駐車スペース
こちらは運営役員・審判員が利用
します

屋内テニス場
（入口付近はテニス関係者が使用します。
トラブルになるので駐車厳禁）

第３駐車場
なるべくこちらをご利用ご利用
ください

第 4 駐車場
マイクロバスはこちら、他
なるべくこちらをご利用ください

ロータリー前で生徒を降ろす
為の駐・停車はご遠慮下さい

周遊プール
50mプール

周遊道路の路駐はご遠慮下さい
（公には許可されていません）

来賓専用駐車
※一般の方は駐車乗入れ禁止


