
西東京剣連発第 299号
平 成 31年 2月 13日

加盟団体 会 長 様

西東京all道連盟

会 長 目黒 秀 治

(公印省略)

第 74回国民体育大会剣道競技東京都予選会 (参カロ無制限)の 申し込みについて

標記について、別紙のとおり開催いたしますので、貴団体の優秀な選手の派遣をお願

い致します。

なお、成年男子 先鋒 。次鋒・中堅の部(西東京予選会)については、既にご通知のとお

りです。

記

1。 日  時 平成 31年 4月 20日 (土)午前 9時開門 午前 10時開始

2.場  所 東京武道館 (足立区綾瀬 3-20-1)

3.申込締切 平成=+年=丼
43■(総―キ後4時基キ  リ月

`メ

水 )ま マ"′2寿 ヘ

4.選抜内容 各部門申込年齢 (次の間に出生 した者 とする。 )

成年男子 (男子 副将・大将の部 参加無制限 )

(イ )先鋒 平成  6.
(口 )次鋒  日召不日59.
(ハ)中堅 昭和 49.

4。  2～ F司  13. 4.
4。  2-平 成 6. 4。  1

4. 2～同 59, 4. 1

※西東京予選会にて決定

※西東京予選会にて決定

※西東京予選会にて決定

1

(二)副将 昭和 39.4.2～ 同49.4.1
(ホ )大将 昭和 39.4.1以 前

成年女子 (女子の部 参加無制限 )

(イ )先鋒 平成  1.4.2～ 平成 13.4.1
(口 )中堅 昭和 54.4.2～ 平成  1.4.1
(ハ)大将 昭和 54.4.1以 前

.申 込方法  別紙申込書に記入の上、一括 して申し込みください。

※ 先鋒・次鋒・中堅の部は西東京剣道連盟予選会にて決定 します。



6。 参加資格

7.

8.

、 9。 そ の 他

料

先

加

込

参

申

(イ )日 本国に国籍を有する者であるとするが、「出入国管理及び難民認

定法に定める在留資格のうち「永住者」 (日 本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の「出入国管理に関する特例法」に

定める「特別永住者」含む。)は、参加することができる。また、

これ以外でも一定の条件を満たしていれば参加することができる

ので、西東京剣道連盟へお問い合わせください。

(口 )東京奎内に住居または在勤する者で、西東京剣道連盟登録会員で

あること。 (未登録者は、申込期日までに登録手続きを完了するこ

と。)

(ハ)第 72回又は第 73回大会 (道府県大会及びブロック大会を含む。)

において選手及び監督として参加した者は、次の場合を除き、第7

2回又は第 73回大会と異なる道府県から参加することはできな

い 。

(1)「学校教育法」第 1条に規定する学校を卒業 した者。

※第 1条校 とは中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

高等専門学校、特別支援学校、大学 (大学院を除く)を指す。

(2)結婚または離婚に係 る者。

※ (1)及び (2)は該当要件発生後、初めて参カロする者に限る。

(3)ふ るさと選手制度を活用する者。

(4)東 日本大震災に係 る参加資格特別措置を活用する者。

西東京剣道連盟で負担 します。

190-0022立川市錦町 1-8-14鈴木ビル 201

西東京剣道連盟事務局

TEL  042-540-0011
Fax  042-512-7330

第 74回国民体育大会剣道競技東京都予選会に参加する選手は、必ず

所属団体名 (西東京)と 姓を明記 してある名札をつけること。
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東剣連発第 603号

平成 31年 2月 6日

剣 道 連 盟

千 葉 胤 道

(公印省略 )

者一只

長
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会

第 74回国民体育大会剣道競技選手選考会 (成年男子・女子の部)の開催について

標記について、別紙 「第 74回国民体育大会剣道競技選手選考会要項」により

開催することになりましたので、各団体におかれましては、優秀な選手を派遣

下さるようお願い致 します。



第 74回 国 民体 育 大会 剣道競 技選 手選 考 会 要項

(成年男子・女子の部 )

1.日   時  平成 31年 4月 20日 (土)午前 9時開門 午前 10時開始

2.場  所  東京武道館 (足立区綾瀬 3-20-1)
△東京メ トロ千代田線綾瀬駅下車徒歩 5分

3.主  催  東京都・公益財団法人東京都体育協会

4.主  管  東京都剣道連盟

5。 選抜内容  次の間に出生 した者 とする。

(1)成年男子

(イ )先鋒 平成 6.4.2～ 同 13.4.1
(口 )次鋒  日召和 59. 4. 2-平成 6. 4. 1

(ハ)中堅 昭和 49.4.2～ 同59.4.1
(二)副将 昭和 39.4.2～ 同49.4.1
(ホ )大将 昭和 39.4.1以 前

(2)成年女子

(イ )先鋒 平成 1.4.2～ 平成 13.4.1
(口 )中堅 昭和 54.4.2～ 平成  1.4.1
(ハ)大将 昭和 54.4.1以 前

6.選抜方法  上記成年男子 5部、成年女子 3部に分け各部毎に トーナメン ト法に

よって試合を行い、各部門上位 4名 を第二次選考会選手とする。

ただし、第二次選考会選手のなかに国体参加資格である公益財団法

人 日本体育協会の「公認スポーツ指導者制度に基づく公認剣道指導

員」資格取得者が存在 しない場合には、本連盟が第二次選考会に資格

取得者を追加推薦 し、選考を行 うことがある。

なお、選手の決定については本連盟の国体選手選考委員会において

試合結果等を総合的に判断し、選手・補員を選出する。

7.試合及び  (1)全 日本剣道連盟剣道試合・審判規則 と同細則による。

審判規則  (2)試 合は 3本勝負、試合時間は 5分 とする。試合時間内に勝敗の

決 しない場合は、延長戦を行い、先に 1本取つた者を勝ちとす

る。なお、延長に入つてか らの試合時間は区切 らずに行 う。



8.竹刀計量

9.審 判 員

10.参加資格

(1)竹刀の計量は必ず受けること。 (原貝Jと して午前 9時か ら9時 45
分までに東京武道館 lF中央ホールにて行 う。 )

(2)竹刀の重 さ、長 さ、太 さは次のとお りとする。

ただ し、二刀の場合は、

東京都剣道連盟において決定する。

(1)日 本国籍を有する者であるとするが、「出入国管理及び難民認

定法」に定める在留資格の うち「永住者」 (日 本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱 した者等の「出入国管理に関する

特例法」に定める「特別永住者」含む。)は、参力日することが

できる。また、これ以外でも一定の条件を満たしていれば参

加することができるので、東京都剣道連盟へお問い合わせ下さ

い 。

(2)東京都内に住民登録 されている居住者または在勤する者で東京

都剣道連盟登録会員であること。 (未登録者は、申込期 日まで

に登録手続きを完了すること。 )

(3)「ふるさと選手制度」が設置され、出身中学 。高校の都道府県

から参加できます。本制度の適応については 日本体育協会への

登録が必要とな りますので、東京都剣道連盟へお問い合せ下さ

い 。

(4)本予選会に出場した者は、他の道府県の国民体育大会予選会に

は、出場することはできない。

(5)第 72回又は第 73回大会 (道府県大会及びブロック大会を含

む。)において選手及び監督として参加した者は、次の場合を

除き、第 72回又は第73回大会と異なる道府県から参力日する

ことはできない。

(イ )「学校教育法」第 1条に規定する学校を卒業した者。

※第 1条校とは中学校、高等学校、中等教育学校、特別支

援学校、高等専門学校、特別支援学校、大学 (大学院を

徐く)を指す。

(口 )結婚または離婚に係る者。

※(イ )及び (口 )は 当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

長 さ 重 さ 太 さ

120セ ンチメー トル以下
男子 510グ ラム以上 26ミ リメー トル以上

女子 440グ ラム以上 25ミ リメー トル以上

大刀 114セ ンチメー トル以下
男子 440グ ラム以上 25ミ リメー トル以上

女子 400グ ラム以上 24ミ リメー トル以上

小 刀 62セ ンチメー トル以下
男子 280～ 300グ ラム

24ミ リメー トル以上
女子 250～ 280グ ラム



11.申 込方法

12.申込期 日

13.申込場所

14.申込様式

5.参カロ料

保険料

16.個人情報

保護法ヘ

の対応

17.注意事項

18。 そ の 他

(ハ)ふ るさと選手制度を活用する者。

(二 )東 日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者。

各団体は一括して申込むこと。 (人員については、男子は先鋒から

中堅まで含めて20名以内、副将 。大将は無制限とする。女子は無

制限とする。なお、1名 の選手を選考するのですから最優秀の人を

厳選の上、最少人数にしばって申込むこと。)

平成 31年 3月 22日 (金)必着のこと。

港区新橋4-24-2 東京都剣道連盟 宛

別紙申込様式による。

1人、 1280円 (参加料 1080円・傷害保険料200円 )を
申込書に添えて納入すること。

申込書に記述される個人情報 (所属団体名、称号 。段位、漢字氏名、

生年月日、年齢、住所、職業等)は全日本尖1道連盟および東京都剣

道連盟が実施する全国大会ならび本選考会運営のために利用するこ

とがある。なお、所属団体名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は

必要の都度、目的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、東

京剣連だより等)に公表することがある。(以上を申込者に周知して

下さい。)

車の乗り入れは厳禁されております。又、付近の道路は駐車禁止に

なっておりますので特にご注意下さい。

(1)本選考会に参加する選手は、必ず所属団体名 と姓

を明記 してある名札をつける。

(2)主催者は、大会中の事故に対 し (大会会場への往

復途上含む )、 傷害保険に加入する。なお、大会

実施中、傷害発生の場合は医師または看護師によ

り応急処置を講 じ、病院等で治療を受けられるよ

う手配する。この場合の治療費は本人が負担する。



第 74回 「国体」選手選考会 申込書 (成年男子の部 )

団体名
フ リ ガ ナ

生年月 日 年齢 称号段位 住 所 職 業
日体協公認貪1道指導員

指導者登録番号氏 名

先鋒

次鋒

中堅

冨11子

大 将



第 74回「国体」選手選考会申込書 (成年女子の部 )

団体名

同体協公認剣道指導員


