
平成３０年５月１０日  
各	 位  

                           一般財団法人	 長野県剣道連盟  
                                                        	 会	 長	 	 加瀬	 浩明	 

                                                                 	 	 〔公印省略〕 
 

第11回長野県女子剣道選手権大会  
兼第５７回全日本女子剣道選手権大会長野県予選会要項  

 
１	 主	 催   	 	 一般財団法人	 長野県剣道連盟  
 
２	 期	 日	 	 平成３０年６月２４日（日）  
 
３	 会	 場	 	 長野市豊野体育館	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 長野市豊野町豊野６２４	 TEL	 ０２６－２５７－５８７５	 
 
４	 日	 程	 	 	 受付	 	 	 	 	 ８：３０～９：００	  
	 	 	 	 	 	 	 	 開会式	 	 	 	 ９：３０～  
	 	 	 	 	 	 	 	 試合開始	 	 	 ９：５０～  
	 	 	 	 	 	  閉会式	 	 	 １３：００（予定）  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
              	  
 
５	 出場資格	  
	 	 	 	 	 	 	 （１）長野県剣道連盟登録会員で、全日本剣道連盟登録者規程に適合して
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 いること。  
	 	 	 	 	 	 	 （２）年齢は１８歳以上とし、段位の制限はない。  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （年齢計算は、平成３０年４月１日を基準とし、平成１２年４月２日

以前に生まれた者）  
	 	 	 	 	 	 	 （３）予選会出場は１ヶ所とする。違反した者は出場を取り消す。  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （予選会出場者は、平成３０年４月３０日以前から本大会参加まで、
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 引き続き長野県剣道連盟の登録会員であること。）	 
 
６	 表	 彰  	 	 	 優  勝  者  ：優勝杯（持ち回り）、賞状、メダル、賞品  

準優勝者  ：賞状、メダル、賞品  
	 	 	 	 	 	 	 	 ３	 	 位  ：賞状、メダル、賞品  
 
７	 代表選手    	 本大会の優勝者・準優勝者を第５７回全日本女子剣道選手権大会長野県

代表選手とする。	 
 
８	 試合審判	 	 全日本剣道連盟剣道試合・審判規則及び細則による。  
 
９	 試合方法    トーナメント（主催者の責任抽選とする）  ・3位決定戦を行う。  
 
 
1 0   竹刀計量、検査について（大会当日行います）  
	 	 	 ・竹刀の重さ、長さ、太さは次の通りとする。  

長さ  重さ  太さ   
120ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下  440㌘以上  25ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以上  

 

          ただし、二刀の場合は、  
太刀  114ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下  400㌘以上  24ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以上   
小刀  62ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下  250~280㌘  24ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以上  

 

                   なお、竹刀先革の長さは50ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以上とする。  
 
11	 ドーピング検査の実施について  
       ・国際剣道連盟および全日本剣道連盟のアンチ・ドーピング規程（平成19年	 
	 	 	 	 	 4月1日施行）に基づき、総ての大会がドーピング検査の対象となり、本大会
に	 	 	 	 おいて同検査が実施される可能性があります。禁止薬物及び禁止方法につい
て	 	 	 	 は、世界アンチ・ドーピング機構（ＷＡＤＡ）が定める規程に基づいていま
す	 	 	 	 のでご承知おき下さい。  
 
12  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。  



13	 参加費      参加費用一人２，０００円（保険加入代金を含む）  
               ＊大会当日受付で納入すること。  
 
14	 申込方法    長野県剣道連盟ホームページから申し込むこと。  
 
15	 申込締切	  平成３０年６月１０日（日）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は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。	 
17	 その他	 

	 ・閉会式終了後、憲友錬成会を行いますので、参加をお願いします。  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  
  	 （一財）長野県剣道連盟事務局  

	 	 	 	 担当：塩﨑	 矢野  
    電話０２６－２３７－８９３９  
    FAX０２６－２３５－８２６６  

 
 
 


