
第７２回新潟県高等学校総合体育大会  

兼 令和元年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会  

兼 令和元年度北信越高等学校体育大会新潟県予選会 

 

 

剣道大会実施要項 

 

 

１ 主 催       新潟県高等学校体育連盟 

 

２ 共 催       新潟県教育委員会  （公財）新潟県スポーツ協会 

            新発田市教育委員会  （一財）新潟県剣道連盟 

 

３ 主 管       新潟県高等学校体育連盟剣道専門部 

 

４ 主管校       県立新発田高等学校 

 

５ 期 日       令和元年５月３１日（金）～ 令和元年６月２日（日） 

 

６ 会 場       新発田市カルチャーセンター    

住所：新発田市本町４丁目１６番８３号  

電話：０２５４―２３－３０５０ 

 

７ 日 程       ５月３１日（金）   ７：１５ 開場 

８：３０ 審判・監督者会議 

９：００ 開会式 

９：４０ 試合開始 男子団体戦 予選リーグ 

女子個人戦 決勝まで 

１７：３０ 第１日目終了（予定） 

 

６月１日（土）   ７：１５ 開場 

８：３０ 審判・監督者会議 

９：００ 試合開始 女子団体戦 予選リーグ 

男子個人戦 決勝まで 

１６：１０ 第２日目終了（予定） 

 

６月２日（日）   ７：１５ 開場 

８：３０ 審判・監督者会議 

９：００ 試合開始 男女団体戦 決勝まで 

１５：００ 閉会式 

 

＊参加人数・チーム数により競技日程の変更あり 



８ 競技方法 

（１）試合方法  団体戦：男女とも 予選リーグ戦 

                   決勝トーナメント戦（各組１位による） 

          個人戦：男女とも トーナメント戦 

（２）試合時間  団体戦：男女とも ４分 予選リーグ 延長なし 

                      決勝トーナメント 延長２分１回 

          個人戦：男女とも ４分 延長は勝敗の決するまで 

 

９ 参加資格 

（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）

に在籍する生徒であること。 

（２）選手は、本連盟に加盟している高等学校に在籍する生徒であること。 

（３）選手は、各高等学校の教育計画に基づいて行う課外活動に位置づけられた運動部（当該種目）の部員（以

下「部員」という。）であること。 

（４）上記（３）に該当しない生徒を選手として参加させる場合は、会長の承認を必要とする。 

（５）選手は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技３回までとし、 

同一学年での出場は１回限りとする。 

（６）ア チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

イ 特例として、全日制課程が定時制課程に改組された場合は、改組後２年間に限り、混成を認める。 

（７）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

（８）転校後６か月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準じる。）ただし、一家転住等やむ

を得ない場合は、会長の認可があればこの限りでない。 

（９）選手はあらかじめ健康診断を受け、また、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

 

１０ 引率・監督 

（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める学校の職員

とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第78条の２に示され

た者） も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。 

（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（スポーツ

安全保険等）に必ず加入することを条件とする。  

  

 ※ 但し、公立学校は、引率・監督者がこの基準より限定された範囲内であれば、新潟県または新潟市の規程 

に 従うことを原則とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 参加制限 

（１）団 体 戦  男女とも １校１チーム（監督１名・選手５名・補員２名）。なお、３人の場合は、先

鋒・中堅・大将、４人の場合は、先鋒・中堅・副将・大将とする。ただし、５人揃わな

いチームは、上位大会（北信越大会・全国大会）の出場権を得ても、それには出場でき

ない。その場合、補欠校が代わって出場する。 

（２）個 人 戦  男女とも １校２名以内。 

         但し、以下の場合には出場枠が増えるので留意すること。 

          ○ 春季地区大会団体戦ベスト４以上の学校は３名とする。 

          ○ 地区大会の個人戦参加人数が（１００）名を超えた場合、春季地区大会団体   

            戦ベスト４以上の学校は５名とする。 

          ○ 上記以外にも春季地区大会個人戦の試合結果により、各地区大会上位入賞者に下記

の出場枠を与える。 

            但し、個人戦参加人数により出場枠の変更もあり得る。 

          男子： 新潟地区（１６名）中越地区（１６名）下越地区（１２名） 

              上越地区（１２名） 

          女子： 新潟地区（１６名）中越地区（１２名）下越地区（ ８名） 

              上越地区（ ８名） 

 

 

１２ 申込方法  

新潟県高体連剣道専門部のホームページ（http://www.nk-kendo.org/より、「県総体参加申

込書」のファイルをダウンロードし、必要事項を入力後、学校名を含むファイル名で保存し

（例 参加申込  新発田 .xlsx）、5月10日(金)までにメールに添付して下記まで送信すること。 

送信先アドレス  masuko.naoto@nein.ed.jp 

                県立新発田高等学校 増子 直人 宛 

                          

      抽選会前日（5月 14日(火)）までに「参加申込書」（印刷後に職印を押す）、オーダー

表（掲示用）を作成し、両方を主管校に郵送する。 

（個人情報等の公表に同意が得られない生徒名簿、研修会参加についても同封する） 

       

（１）申 込 先  〒９５７－８５５５  新発田市豊町３－７－６ 

         新発田高等学校内  

         令和元年度 新潟県高等学校総合体育大会 剣道大会事務局 

          担当責任者  増子 直人 

         

（２）申込期限  令和元年 ５月１４日（火曜日）  必着 

 

 

 

 

 

http://www.nk-kendo.org/
mailto:masuko.naoto@nein.ed.jp


１３ 大会参加料 

参加選手（補欠を含む）１人  ５５０円 

＊大会当日受付に納入のこと  （係：新発田高等学校 佐藤） 

 

１４ 表 彰 

（１）優勝した高等学校には、新潟県高等学校体育連盟が優勝旗を授与する。 

（２）団体戦、個人戦ともに３位までの入賞者に大会会長が賞状を授与する。 

（３）優勝チーム出場選手に大会会長が賞状を授与する。 

（４）優勝旗は、次期大会で返還する。 

 

１５ 宿 泊 

（１）参加生徒及び大会関係者の宿泊は、新潟県高等学校体育連盟宿泊要項による。 

（２）宿泊申込は、参加申込みと同時に、別紙宿泊申込書で下記の申込先に申し込むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 上位大会出場資格 

（１）全国大会   団体：優勝校（男女）  個人：１位・２位（男女） 

（２）北信越大会  団体：ベスト４進出校（男女） 

個人：ベスト８進出者（男女） 

＊団体の場合、５人揃わないチームは、上位大会（北信越大会・全国大会）の出場権を得ても、

それには出場できない。その場合、補欠校が代わって出場する。 

１７ 諸会議 

（１）抽選会 

    期 日  令和元年５月１５日（水） 午前９時３０分から専門委員会で行う。 

    会 場  新発田高等学校  視聴覚教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒950-0892 新潟市東区寺山3-7-1   

   新潟交通㈱ 旅行部 教育販売課 担当：弓納持 

    (TEL)０２５－２７１－１１６３ 

    (FAX)０２５－２７１－１１６４ 

    (e-mail) tk-yuminamochi@niigata-kotsu.co.jp  



１８ 連絡事項 

（１） 竹刀検量  ５月３０日（木）          １５：００～１７：００ 

５月３１日（金），６月１日（土）   ８：００～１１：００ 

６月 ２日（日）           ８：００～ ９：００ 

  ＊ 検印のない竹刀を使用した場合は失格とする。 

  ＊ ただし、検量は１回合格すればよいものとする。 

男子： ４８０ｇ以上   １１７ｃｍ以内 

    剣先直径２６ｍｍ以上   先皮５ｃｍ以上 

女子： ４２０ｇ以上   １１７ｃｍ以内 

    剣先直径２５ｍｍ以上   先皮５ｃｍ以上 

（２）選手変更 団体戦の登録選手の変更は「選手変更届」により、第１日目の審判・監督者会議までに大

会本部に提出すること。ただし、順位の変更はできない。また、個人戦の選手変更もできない。 

（３）参加する生徒は、必ず引率責任者が引率し、参加生徒の全ての行動に対して責任を負うものとする。 

（４）参加生徒の競技中における疾病・傷害などの応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。

また、医師の診療に係る費用は個人負担とする。 

（５）全国高等学校体育連盟剣道専門部申し合わせ事項を厳守すること。 

（６）その他、専門部申し合わせ事項を確認のこと。 

（７）アップ会場（剣道場）の使用を以下のようにする。 

       １日目 開会式後～１１：３０ まで男子団体戦に出場する選手、以降女子選手 

       ２日目 開会式後～１１：３０ まで女子団体戦に出場する選手、以降男子選手 

（８）会場使用上の注意事項 

ア 飲食場所は観覧席のみ、フロアでの食事は厳禁とする。 

イ フロアは土足厳禁とする。なお、上履きのまま外へ出ないこと。 

ウ 観覧席のコンセントを使用しないこと。 

エ ゴミ・弁当殻は各自持ち帰ること。 

オ 盗難には十分注意し、各学校で保管すること。 

カ 廊下等での素振り行為を禁止する。天井板を損壊しないように。 

キ ビデオ撮影はギャラリーで行い、フロアには持ち込まない。 


