
平成２７年度 北海道中学校体育大会

第３６回 北海道中学校剣道大会 開催要項

１、主 催 北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・乙部町教育委員会 ・（一財）北海道剣道連盟

２、後 援 北海道・乙部町・北海道都市教育委員会連絡協議会・北海道町村教育委員会連合会

北海道中学校長会・檜山管内小中学校校長会・（公財）北海道体育協会・乙部町体育協会

北海道ＰＴＡ連合会・札幌市ＰＴＡ協議会・北海道学校剣道連盟・北海道新聞社

３、主 管 檜山中学校体育連盟・檜山地区剣道連絡協議会

４、会 期 平成２７年８月１日（土）～２日（日）

５、会 場 ○競技会場、専門委員会議

乙部町民体育館

〒043-0104 爾志郡乙部町字館浦4番地の1 TEL：0139-62-2253

○監督・主将会議

乙部町公民館

〒043-0104 爾志郡乙部町字館浦4番地の1 TEL：0139-62-3311

○審判会議

乙部中学校体育館

〒043-0103 爾志郡乙部町字緑町139番地の2 TEL：0139-62-2350

６、競技種目 団体戦（男子・女子） 個人戦（男子・女子）

７、 日 程

＜第１日目 ８月１日（土）＞ ○主会場 乙部町民体育館 ○監督・主将会議 乙部町公民館

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30

準
専門委員会議 監督・主将会議

場所 町民体育館 場所 町公民館 審判会議

（場所 乙部中学校）

受付（9:00～ 12:00） 開 会 式

備
公開練習 乙部町民体育館・・・9:00～ 13:00 公開練習

乙部中体育館 ・・・9:00～ 15:00 （場所 町民体育館）

竹刀計測・計量（11:00～ 13:00）

＜第２日目 ８月２日（日）＞ ○主会場 乙部町民体育館

7:30 8:30 12:00 14:15 14:45 15:00 15:30

準
団体戦（男・女） 個人戦（男・女） 団体戦（ 男・女）

備
男子 予選２次リーグまで 予選リーグ・決勝トーナメン 個人戦（男・女） 閉会式

女 子 準決勝トーナメントまで トの準決勝まで 決 勝



８、大会開催区分 北海道を札幌市及び１４管内に分けて行う。

９、参加資格

（１）北海道中学校体育連盟に加盟する中学校に在籍する生徒で、北海道中学校体育大会へ出場資格を得、

当該学校長及び当該地区中体連会長が出場を認めた生徒とする。

（２）年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれたものに限る。

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、平成２７年６月３０日までに、北海道中学校体育連盟に

申し出ること。

（４）北海道中学校体育大会に学校教育法第134条の各種学校（第１条に掲げるもの以外）の参加を認め

る。但し、詳細については北海道中学校体育大会開催基準による。

（５）参加生徒の引率者及び監督は、当該学校の校長・教員とする。

（６）外部指導者（コーチ）は校長が認めた者で、北海道中学校体育連盟に登録された者とする。

（７）チームは単一学校の生徒で編成されたものであること。

（８）参加者は、開催要項に揚げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。

（９）コーチの試合場への入場は認めるが、待機場所には現行通り監督及び選手しか入れないものとする。

10、参加人数

団体戦 ：札幌市（男２・女１）、管内代表１（１４）、開催地（１）、開催管内（１）の男子１８チーム、

女子１７チームとする。

個人戦 ：札幌市及び１４管内から男女各３名以内とする。但し、開催地より更に３名を参加させ、４８名

とする。

11、登録人数

団体戦 ：監督１名、選手５名、補欠２名以内 計８名

（選手３名以上いれば北海道、全国大会ともに参加を認める。但し、４名の場合は副将を、３名

の場合は次鋒と副将を欠とする）

個人戦 ：男女ともに札幌市及び各管内から３名以内、更に開催地より３名とする。

12、大会規則

（１）（財）全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則・細則」及び（財）日本中学校剣道連盟「剣道部申し合わ

せ事項」による。

（２）試合方法

①団体戦

ア 男子団体戦は予選１次リーグの１位により予選２次リーグを行い、予選２次リーグ１位による決勝

戦を行う。

イ 女子団体戦は予選１次リーグの１位により決勝トーナメントを行う。決勝トーナメントで、勝者数、

取得本数が同数になった場合、任意の代表者による代表者戦を３分間１本勝負、勝敗が決するまで行

う。

ウ 試合時間は３分間３本勝負、勝敗が決しない場合は引き分けとする。

エ 得点は、勝ちチームは３点、引き分けは１点、負けは０点とし、得点・勝者数・取得本数の順で勝者チ

ームを決める。

オ ３すくみになったときは、任意の代表者による代表戦を３分間３本勝負。上位２チームが同じであ

れば代表者戦３分間１本勝負、延長を勝敗が決するまで行う。

カ 男子決勝戦、女子決勝戦については時間内で勝負が決しない場合は、２分間の延長戦を１回のみ行

い、その後「引き分け」とし、次の方法で勝敗を決する。なお、勝敗が決している場合は延長戦を行

わない。

ａ）「勝者数」の多い方を勝者とする。

ｂ）「勝者数」が同じ時は「取得本数」の多い方を勝者とする。

ｃ）すべてが同じときは、代表者戦を行う。代表者戦は３分間１本勝負、延長を勝敗が決するまで

行う。



②個人戦

ア 予選リーグを行い、その後決勝トーナメントとする。３・４位戦は行わない。

イ 予選リーグにおいて３すくみになった場合、３分間３本勝負、延長を勝敗が決するまで行う。

また、２名が同じ場合、３分間１本勝負、延長を勝敗が決するまで行う。

ウ 試合時間は、３分間３本勝負、延長を勝敗が決するまで行う。

（３）竹刀

竹刀は男女とも長さは、１１４cm以内、重さは男子４４０g以上、女子４００g以上、先皮の太さは男子

２５mm以上、女子２４mm以上、竹刀の先皮の長さは５０mm以上で中結の位置は剣先から全長の４分の１と

し、計測・計量を行う。

13、組合せ抽選

個人戦の組み合わせは大会実行委員会に一任し、団体戦の組み合わせは平成２７年７月１７日（金）午前10

時より開催地担当校（せたな町立大成中学校）において主催者・開催地・専門委員長立ち会いのもと公開で抽

選を行う。公開抽選後、北海道中体連ホームページ、北海道中体連剣道専門委員会（facebook）に掲載する。

14、参加料

（１） 団体戦は１チームにつき２０，０００円とする。

（２） 個人戦は１人につき２，５００円とする。

大会参加料は、参加申込み時に地区中体連一括で、下記に振り込むこと。

（振込手数料は申込み側で負担すること）

金融機関名： ゆうちょ銀行

店 番 号： ９５８

口 座 番 号： ０００３４０７

口 座 名： 第３６回北海道中学校剣道大会実行委員会

15、表 彰

団体戦は

① 入賞は３位までとする。（３・４位戦は行わない）

② １位には優勝旗を授与する。（持ちまわり）

③ ３位までの入賞者全員にメダルを授与する。

個人戦は

① 入賞は３位までとする。（３・４位戦は行わない）

② ３位までの入賞者全員にメダルを授与する。

16、参加申込

（１）「大会参加申込書（用紙）」に必要事項を記入捺印し、地区中体連専門委員を通して、平成２７年７月

１３日（月）まで必着で郵送すること。

（２） 地区専門委員は送付されたＣＤ－Ｒ内の文書を用いて「大会参加申込データ」を作成し、上記期日ま

でに作成したデータＣＤを郵送するかメールで提出すること。

（３） 代表決定日の関係で、申込みが締め切り日に間に合わない市・管内は、以下の手続きを行うこと。

① 地区専門委員の代表は締め切り前日に開催地事務局に連絡する。

② 代表決定後直ちに市・管内代表全ての「大会参加申込データ」をメールで提出する。

③ 「大会参加申込書（用紙）」を早急に郵送し、大会参加料を振り込む。



17、申 込 先

〒０４３－０５０４

久遠郡せたな町大成区都４２１ せたな町立大成中学校内

第３６回 北海道中学校剣道大会事務局 吉田 俊一

Tel（０１３９８）４ー５０４７ fax（０１３９８）４ー２０２３

E-mail taityu@minos.ocn.ne.jp

18、宿 泊

指定宿泊とする。開催地の指定した宿泊地に「（有）ツーリスト道南」を通じて必ず宿泊すること。

詳しくは、別紙宿泊要項による。

19、全国大会

男女ともに、団体戦：優勝チーム、個人戦：優勝者及び準優勝者は北海道代表として全国大会への参加が

認められる。申込み締め切り平成２７年８月７日。全国大会へ参加する際、宿泊について、宿泊要領におい

て実行委員会より斡旋されている場合は、斡旋した宿泊施設を必ず利用すること。

第４５回 全国中学校剣道大会

□ 開催地 秋田県・秋田市

□ 会 期 ８月２２日（土）～８月２４日（月）

□ 会 場 秋田県立武道館

□ 事務局 〒010-1632 秋田県秋田市新屋大川町19番地75号

秋田市立秋田西中学校内

平成27年度全国中学校体育大会

第４５回全国中学校剣道大会事務局 畠山 宏良 宛

20、個人情報の取り扱い

（１） 大会参加者の氏名・所属・学年はプログラム、掲示板、ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」

へ掲載するために利用する。

（２） 選手の大会成績はホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。

（３） 選手の写真は、記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。

（４） 選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。

（５） 引率者または監督の連絡先は大会運営のため、緊急を要する場合に利用する。

21、その他

（１）「たれ」には、右図のような名札を着用すること。

（２）参加申込期日を厳守すること。
○○ 中

吉吉吉吉
田田田田






