
各	 位	 

佐	 倉	 剣	 道	 連	 盟	 	 

会長	 	 川邉	 慎一	 

	 

県県民民体体育育大大会会第第二二部部（（国国体体選選考考会会））のの開開催催ににつついいてて	 	 
	 

みだしのことについて別紙細則のとおり開催致します。参加資格に該当	 

する会員の皆様が多数申込みされるようご配慮下さい。	 
	 

記	 
	 

l	 期日	 

	 	 平成28年5月21日（土）9:10～受付・竹刀計量開始	 

	 

2	 会場	 

	 千葉県武道館	 

	 	 千葉市稲毛区天台町285	 ☎043-251-1281	 

	 

3	 参加申込方法	 

(1) 連盟ホームページより書式をダウンロードのうえ、連盟メールアドレス

（info@sakura-kenren.net）宛に送信してください。別添の「参加者名

簿・参加申込書」に所要事項を記入して、申込締切日必着で郵送しても

結構です	 

	 （同時に参加者名簿に記入の上、個人申込書に添	 えて提出のこと。）	 

(2) 参加料（1,000円）を各団体一括で申込みと同時に納入のこと。	 

(3) 申込先	 

	 	 〒284-0044	 四街道市和良比257-1	 佐倉剣道連盟事務局	 

	 	 E-mail	 info@sakura-kenren.net	 

	 	 URL	 http//www.sakura-kenren.net	 

(4) 締切日	 平成28年4月27日（水）	 

	 

4	 その他	 

(1)	 選手の選考は、5月21日の試合成績により決定します。	 

なお、少年男女（高校生）については、別に選考会を行う。	 

(2)	 28年度は、8月14日に関東ブロック大会（山梨県甲府市にて）	 

10月8日～10日に国体（岩手県二戸市にて）が開催されます。	 

	 

	 



平成28年度千葉県民体育大会二部	 剣道競技実施細則	 
	 

1.	 期日	 成年男子・女子平成28	 年5月21日（土）	 選考会10:00開会	 	 

	 少年男子・女子平成28	 年6月26日（日）	 選考会	 9:30開会	 

	 

2.	 場所	 成年男子・女子	 千葉県武道館	 千葉市稲毛区天台町285	 

TEL.043-251-1281	 

	 少年男子・女子	 千葉県立京葉高等学校体育館	 市原市島野222	 

TEL.0436-22-2196	 

3.	 実施種別及び年齢基準（生年月日）※年齢は平成28年	 4月1日現在	 	 

(1)成年男子の内容（次の5名をもって1チームとする。）	 

	 先鋒	 平成	 3年	 4月2日以降～平成10年	 4月1日までに生まれた者	 

	 次鋒	 昭和56年4月2日以降～平成3年4月1日までに生まれた者	 

	 中堅	 昭和	 46年	 4月2日以降～昭和56年	 4月1日までに生まれた者	 

	 副将	 昭和36年	 4月2日以降～昭和46年	 4月1日までに生まれた者	 

	 大将	 昭和36年	 4月1日以前に生まれた者	 

(2)成年女子の内容（次の3名をもって1チームとする。）	 

	 先鋒	 昭和61年4月2日以降～平成10年4月1日までに生まれた者	 

	 中堅	 昭和	 51年	 4月2日以降～昭和61年	 4月1日までに生まれた者	 

	 大将	 昭和51年	 4月1日以前に生まれた者	 

※大将兼監督という選手構成の為、成年男女共に大将については下記の要件を満たす者とする。	 

（公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基づく公認剣道指導員、公認剣道上

級者指導員のいずれかの資格を有する者）	 

(3)少年男子及び女子の内容（選手は5名をもって1チームとする。）	 

	 	 平成10年4月2日以降に生まれた者とする。ただし中学生以下の参加は認めない。	 

	 

4.	 競技上の規定及び方法	 

(1)	 全日本剣道連盟試合・審判規則及び同細則による。	 

(2)	 成年男子・女子の試合方法は、トーナメント方式とする。	 

(3)	 少年男子・女子の選考は、新人戦・関東予選・関東大会・全国高校総体予選等で優秀な成

績の者を高体連専門部が選出し、選考会を行い決定する。	 

※選手の選考については千葉県剣道連盟国体選手選考委員会で決定する。	 

	 

5.	 参加資格	 千葉県民体育大会二部の総則6に定めるもののほか次による。	 

(1)	 少年男子・女子に参加する選手のうち、生徒は前年度の単位を修得できなかった者	 

	 仮進級現級に留まる者は参加できない。	 

(2)	 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。	 

	 

6.	 参加申込方法（成年男子・女子）	 

(1)方	 法	 所定の申込書に必要事項を記入の上、下記宛に申し込む。	 	 

	 参加料として、ひとり1,000円を申し込みと同時に納入のこと。	 

(2)申込先	 〒284-0044	 四街道市和良比257-32	 佐倉剣道連盟事務局	 

(3)締切日	 平成28年4月27日（水）	 
	 

7.	 参加上の注意	 

(1)竹刀の検査、計量を大会当日の開会式前に指定の場所で9時10分から行う。	 	 

(2)大会中不測の負傷・疾病に対して主催者は傷害保険に加入し、	 その範囲内で補償する。	 	 

(3)参加者は、	 事前に準備運動等を十分に行い、	 他に迷惑をかけないようにすること。	 

	 

8.	 その他	 

その他の事項については、国民体育大会開催実施要綱及び同細則による。	 

	 

※	 本大会は【千葉県スポーツ振興基金助成金】の交付を受けている。	 
	 



団 体 名

番号 指　　　　　　名 年齢 備考

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

成年 男子 女子 先 次 中 副 大

男子

女子

参加種別（該当するものに○印）

合　　　計

平 成 ２８ 年 度 千 葉 県 民 体 育 大 会 二 部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

責 任 者

(国　体　選　考　会）地区参加者名簿

佐倉剣道連盟　御中



	 	 	 	 平成28年度千葉県民体育大会・第二部剣道競技会参加申込書	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記	 	 	 	 載	 	 	 	 事	 	 	 	 項	 	 

	 ﾌ ﾘ ガ ﾅ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 現住所	 

	 〒	 	 	 	 ℡	 

	 	 
	 氏	 	 名	 

	 

	 生年月日	 

	 西暦（	 	 	 	 年）4月1日現在	 

平成	 	 年	 	 月	 	 日（	 	 才）	 

昭和	 

	 

	 所属	 

	 

	 	 	 	 	 	 剣道連盟	 

	 勤	 務	 先	 

	 	 または	 

	 学	 校	 名	 

	 	 所	 属	 長	 名	 

	 

	 所	 在	 地	 

	 〒	 	 	 	 	 ℡	 	 

	 職業	 

	 

	 参加種別	 

	 (○で囲む)	 

	 少年男子	 	 	 	 成年男子(	 大将	 副将	 中堅	 次鋒	 先鋒	 )	 

	 少年女子	 	 	 	 成年女子(	 大将	 	 	 	 中堅	 	 	 	 先鋒	 )	 

	 前 	 年	 度	 国	 体	 
	 参 	 加 	 の	 有	 無	 

（千葉県選考会も含む）	 

	 	 	 有	 	 （	 参加時の所属県名	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 	 	 無	 

	 全日本剣道連盟	 

	 の登録の有無	 

	 	 	 有	 	 （	 称号	 	 	 	 	 段位	 	 	 	 	 ）	 

	 	 	 無	 	 	 	 	 段位取得年月日	 	 年	 	 月	 	 日	 

※現住所については日常生活をしている住所を記入のこと。	 

（注）少年男女	 	 	 （４月１日現在満１８歳未満）	 

	 	 	 成年男女	 	 	 （	 	 	 〃	 	 満１８歳以上）	 

	 	 先	 	 鋒	 次	 	 鋒	 中	 	 堅	 副	 	 将	 大	 	 将	 	 

男	 子	 ２５歳未満	 ３５歳未満	 ４５歳未満	 ５５歳未満	 ５５歳以上	 

女	 子	 ３０歳未満	 	 ４０歳未満	 	 ４０歳以上	 

	 

	 私は、平成２８年度千葉県民体育大会・第二部剣道競技会の実施要項の規程

に適格であると認め、国体参加者傷害補償制度加入金を添え、参加申込を致し

ます。なお、「日本体育協会スポーツ憲章」ならびに全日本剣道連盟アマチュ

ア規程を厳守致します。	 
	 

	 平成	 ２８年	 	 	 月	 	 	 日	 
	 

	 	 （一財）千葉県剣道連盟会長	 様	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加申込者	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ㊞	 
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