
第５７回市民体育祭剣道競技大会 

平成 29 年 11 月 26 日（日） 
1. 大会役員 

     大会々長              長友 貴樹  調布市長 
     大会競技委員長        長田 克巳  調布市剣道連盟会長 
     大会競技副委員長      宮田 考志 調布市剣道連盟副会長 
   大会顧問             山川 晴也、鱒澤 仁、小林 八十男 
     大会審判長            小林 八十男 剣道教士七段 
     大会総務              小野 洋助（中）、石黒 健司（中）、佐田 元則（聖） 

森  史朗（染）、小林 京子（中）、生方 由紀子（中） 
三浦悠紀子（深）、林  洋子（染）、西原 時照（染） 

     受付係               森  史朗（染）、三浦悠紀子（深）、生方 由紀子（中） 
              林  洋子（染）、林  逸夫（染）、*高山  聡（深） 
     駐車場係             *平井  潤（中）、青山 行雄（染）、*遠藤 健（電） 

             *佐藤 海渡（電）、*矢嶋 祥太（電） 
   接待係                小林 京子（中）、寺田 麻佐美（聖）、山川 美香（聖） 
              門間 千春（聖） 
   広報係         荒井 達也（町）、丸山 寿子（聖）、諸岡  史子（聖） 
                           遠藤  健（電）、佐藤 海渡（電）、矢嶋 祥太（電） 
     救護係                横瀬 由子（深） 

審判員・係員( * は選手を兼務する)  

第１試合場 第２試合場 第３試合場 
（主任）小川 耕三郎(町)7名 （主任）宮田 考志（中）7名 （主任）藤田 洋一（中）7 名 

関口  誠（警） 水野 光則（町） 
飯塚 公子（染）北村 和也（町） 
伊藤  創（中）三宅  正清（町） 
  

鈴木 敦之（中）小沼 秀行（中） 
村上 和也（染）野崎 茂（中） 
箕輪 聖子（中） 松本 義弘（深） 
 

國分 崇生（電）沢井 學（深） 
落合 祐介（中）福田 知広（中） 
冨宇加 健（聖）河野 実（深） 
 

※午後は、審判員：藤田、落合、福田 は第１試合場を担当する。 
國分、沢井 は第２試合場を担当する。 
 

            第１試合場           第２試合場      第３試合場 
進行主任     青山 行雄（染）   林  逸夫（染）   *西村 智久（町） 
時計係    *与座 一郎（染）   *土屋 志乃（染）    野久保 恵子（七） 
記録係      上原 冨佐江（深）  *海藤 建太（染）    *太田   桂（町） 
掲示係    *平井   潤（中）     *五十嵐 裕樹（中）   染谷 浩司（町） 
            *高山   聡（深）      小野 高司（警）    *野倉 岳人（町） 

選手係     *大平 真司（中）      榎田 信子（警）    清水  華（七） 
            *南   貞雅（中）      髙橋 理恵（警）   河田 一美（七） 
       大沢  智子（聖）      岩崎 正和（七）     川田 美華（警） 
※午後の配置は別紙のとおりとする。 
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２．大会次第進行 

０８：３０               集合 
０８：３０               小・中学生の部受付 
０８：３０               審判・係員会議 
０９：００               開会式     司会 林 洋子（石黒 健司） 
                         ・開会の辞      沢井 學 調布市剣道連盟理事務局長 
                         ・主管挨拶      長田 克巳 大会競技委員長 

・来賓祝辞 
・審判長注意   小林 八十男 
・選手宣誓      亀山 源和（染） 
・事務局より連絡 

 
                             演武 
                               日本剣道形     打太刀  教士 七段 藤田 洋一 

                                              仕太刀     六段 石黒 健司 

     ０９：３０              競技開始 
・小学生及び中学生の部 
・成績発表及び表彰 
・審判長講評   小林 八十男 

    １１：００～１１：３０   一般の部受付 
    １２：００               昼休み 
    １２：３０               競技再開 

・一般の部 
 

閉会式 
・成績発表並びに表彰 
・審判長講評  小林 八十男 
・閉会の辞      箕輪 聖子 調布市剣道連盟理事長 

 
     １６：３０～１７：００  合同稽古 
                             解散 
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３．競技方法及び競技時間 
（１）試合は、各部門とも個人戦で、トーナメント方式とし、三位決定戦は行わない。

参加人数が少ない部門があった場合は、トーナメント方式、又はリーグ戦方式と

し、リーグ戦の順位は、勝数の多いもの、同勝数の場合は取得本数の多いものを

上位とし、同点の場合は、１本勝負による決定戦を行う。 
（２）試合は、全剣連試合・審判規則並びに細則及び大会申し合わせ事項に準じて行う。 
（３）試合時間 

小学生の部は試合時間２分、中学生以上の部は試合時間３分とする。 
勝負の決しない場合は、延長２分刻みで、勝負の決するまで行う。 

   （４）各部門とも準決勝まで行い、決勝戦は第１試合場で行う。なお、決勝戦の審判員は 
審判長の指名により行う。 

４．審判の交代 
３試合毎に主審のローテーションを行い、９試合（３試合×３回）毎に主審交代とし、

副審の位置に移動して交代する。 
５．試合順序 

No 部門 選手番号 試合会場 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 

 
７ 
８ 

 
９ 

小学 ２年生以下の部 
〃 ３・４年生の部 

 〃 ５・６年生の部 
中学生女子の部 

中学１年生男子の部 
中学２・３年生男子の部 
小・中学生の部 決勝戦 
一般女子の部 
一般男子（３段以下）の部 

一般男子（４・５段）の部 
一般の部 決勝戦 

１～ １７ 
１～ ３９ 
１～ ３６ 
１～ １０ 
１～ １９ 
１～ １５ 

６組 
１～  ９ 
１～ ３４ 
１～ １５ 
３組 

     第１ 
     第２ 
   第３ 
     第１ 
     第２ 
     第３ 
     第１ 
     第２ 
     第１ 
     第２ 
   第１ 
   

６．参加団体（１４団体）  参加総数：１９４名 

    ・中央剣道会（中）      ・調布警察署（警）     ・第七機動隊（七） 
・染地剣道会（染）     ・聖武会（聖）     ・大町剣道倶楽部（町） 
・深大寺剣道会（深）    ・文荘館（文）     ・電気通信大学（電） 
・白百合女子大学（白）  ・調布北高校（北）    ・調布中学校（調） 
・調布第三中学校（三）   ・神代中学校（代）    ・個人参加（個） 
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平成 29 年 10 月 13 日 

各団体会長・責任者各位 

調布市剣道連盟事務局 

注意喚起 
調布市民体育祭剣道競技大会 会場使用上のお願い 

大会参加者(応援者含む)に以下のことをご周知いただき、各団体で責任を持って行動

していただきますようお願い申し上げます。 
（当日、「聞いていませんでした」ということのないよう事前に周知徹底をお願い
します） 

記 

１． 駐車場の利用について 

当日は運動場利用団体も駐車場を使用しますので剣道関係者が利用するスペース

には限度があります。役員、審判員等については、ボランティアでご協力いただい

ていること、遠くから来る方がいること、荷物の運搬に必要なことから利用を優先

します。選手・応援者等の車については、各団体１台

 

まで（学校関係は顧問教諭分

１台）を徹底してください。なるべく自転車や徒歩でご来場願います。 

２．全面禁煙について 

全面禁煙となっています。今まで校内に設置していました灰皿も設置しません。 
全面禁煙にご協力のほどよろしくお願いします。 
 

３．ゴミの持ち帰りについて 

ゴミは必ず持ち帰ってください。昼食後には各団体で食事をした場所を必ず見回り 
弁当の空箱やペットボトルなどを放置しないよう注意してください。 

 
４．履物の管理について 

履物は下駄箱には入れず、各自で保管していただきます。参加者には靴袋を持参し

ていただくよう事前にご周知願います。 
 

６．プログラムの販売について 

一部 100円にてプログラムの販売をいたします。 

受付・本部にて販売しておりますので、お買い求めください。 

 

以 上   



 

徒歩、駐輪場、駐車場の入場図 

１． 徒歩 ・・正門から入場する 

 
※東門からの入場は不可とします！！ 

２．.駐輪場・・下図 駐輪場 に停める（１００台程度）

 
※正門から入場する 

３．駐車場・・・下図参照 

 各団体指定の１台と備品搬入車は 駐車場－A に停める 

 その他の車両は 駐車場－B に停める  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

正
門 

      
 

第一体育館 

入

口 

 

校舎 

↑ 調布側（北） 

      
第二体育館 
◆使用不可◆ 

◆駐車場－A 
各団体１台、備品搬入車 

◆駐輪場 

東
門 

◆駐車場－B 
来賓、 
係員用 

 

校舎 

↓ 多摩川側（南） 


	
	小学２年生以下の部

	
	小学３・４年生の部

	
	小学５・６年生の部

	
	中学生女子の部

	
	中学１年生男子の部

	
	中学２・３年生男子の部

	
	一般女子の部

	
	一般男子四・五段の部

	
	一般男子三段以下の部

	
	一般男子三段以下の部

	
	一般男子四・五段の部

	プログラム用
	小学２年生以下
	小学２年生以下の部

	小学３・４年生の部
	小学３・４年生の部

	小学５・６年生の部
	小学５・６年生の部

	中学生女子の部
	中学生女子の部

	中学１年生男子
	中学１年生男子

	中学２・３年生男子の部
	中学２・３年生男子の部

	一
	一般女子の部

	一
	一般男子三段以下の部

	一
	一般男子四・五段の部

	中学生女子の部
	中学生女子の部


	
	中学生女子の部

	
	中学１年生男子の部

	
	調布市民体育祭剣道競技大会　会場使用上のお願い
	（当日、「聞いていませんでした」ということのないよう事前に周知徹底をお願いします）
	記




