
第４０回滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会実施要項

１ 趣旨

日本スポーツ少年団の理念に基づき、滋賀県スポーツ少年団員が、剣道を通じて日頃

錬磨した、心と技を競い合い、併せて団員相互の交流を深め仲間意識と連帯を高める

ためのよりよい場となることを目的とする。

２ 主催

公益財団法人滋賀県スポーツ協会・滋賀県スポーツ少年団

３ 主管

滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部

４ 後援（予定）

滋賀県 一般財団法人滋賀県剣道連盟 滋賀県剣道道場連盟 東近江市剣道連盟

東近江市教育委員会 東近江市スポーツ協会 東近江市スポーツ少年団 京都新聞

５ 開催日

令和４年１１月２７日（日） 午前９時００分 開会（受付８時１５分より）

６ 会場

布引運動公園体育館

東近江市今堀町５８１－１１ ℡０７４８－２５－２６３３

７ 参加資格

（１） 滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部規約第８章第１４条及び第１５条を遵守すること。

８章１５条を抜粋

第１５条 大会への出場資格

１ 滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部が主催する剣道交流大会への出場資格は、

毎年度７月３１日までに、各市町スポーツ少年団において web 登録をした団体、

団員とする。

さらに、上位団体が主催する大会（近畿、全国）への出場も同様とする。

２ 上記大会に出場するチーム・選手の監督は、日本スポーツ少年団認定員の資格を

有するものであることを条件とする。ただし、県大会においてはこの限りでない。

３ 大会までに出場選手の前条における登録ができていないことが発覚した場合、当

該団員全員を失格とし、当該年度の大会出場停止処分とする。

また、出場選手の前条における登録ができていない者が大会において入賞しても、

上位団体が主催する大会（近畿・全国大会）に出場することはできない。

（２） 受付時に未登録が発覚した場合、当該者の出場が出来ないので充分留意すること。

（３） 保護者の承諾を得て、健康上支障のない者であること。

（４） スポーツ傷害保険に加入していること。



８ 交流大会内容及び選手編成等

（１） 全国・近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会予選

小学生団体試合と中学生個人試合は、全国、近畿大会の予選とする。

１） 団体試合（トーナメント）

(ァ) 小学生チームのみとする。

(ィ) 一単位団より２チーム以内とする。

(ゥ) 交流個人試合に出場する選手も、団体試合に出場できるものとする。

(ェ) チーム編成は、次のとおりとする。

先鋒は、近畿大会・全国大会の予選会のため、近畿・全国大会要項規定により小学４

年生のみとし、学年の変更は認めない。

次鋒から大将は、小学５年生・６年生の計４名とし、該当者がいない場合に限り小

学４年生の者が出場しても良いが、男女の変更は認めない。

なお、次鋒以降について選手が揃わない場合、５・６年男子では大将へ、５・６年

女子は副将を優先すること。

区分

１ ２ ３ ４ ５ 監 督

(引率責任指導者)先 鋒 次 鋒 中 堅 副 将 大 将

学年 ４ 年 ５・６年 ５・６年 ５・６年 ５・６年

性別 男子又は女子 女 子 男 子 女 子 男 子

※ 全国・近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会の監督については、有資格指導者で

あること。

※ ただし、単位団に該当学年、男女について該当する団員が登録されていない場合、同

一市町の単位団の団員を団体戦の選手（以下、「補充選手」という。）として登録す

ることを認める。

その場合、申込書様式１の「合同チーム補充選手」欄へ必要事項を記入すると共に、

様式１－２の「合同チーム編成における誓約書」を必ず添付すること。

２） 個人試合（トーナメント）

(ァ) 中学生男子の部

一単位団より４名以内とする。（学年制限なし）

(ィ) 中学生女子の部

一単位団より４名以内とする。（学年制限なし）

（２）交流個人試合（全国、近畿大会の予選ではない）

※団体試合に出場する選手も、交流個人試合に出場できるものとする。

※以下の各部門は、一単位団より４名以内とする。

(ァ) 小学３・４年男子の部 ※２年生以下の出場は認めない。

(ィ) 小学３・４年女子の部 ※２年生以下の出場は認めない。

(ゥ) 小学５・６年男子の部 ※４年生以下の出場は認めない。

(ェ) 小学５・６年女子の部 ※４年生以下の出場は認めない。



９ 試合錬成

個人試合及び団体試合

（財）全日本剣道連盟剣道試合規則並びに審判規則とその細則、および「新型コロナウイルス

感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法」を適用する。

〇個人試合

試合時間は、小学生２分、中学生２分とする。ただし、勝敗の決しない場合は延長戦を２

分間行う。延長戦においても勝敗が決しない場合は、各部ともベスト１６までは「判定」

にて勝敗を決する。

なお、準々決勝戦からは２分きざみで勝敗の決するまで試合を行なう。

｢判定基準｣

判定により勝敗を決する場合は、技能の優劣を優先し、次いで試合態度の良否

により判定する。（剣道試合・審判規則第 7 条第５項 同細則第９条）

１ 技能の優劣は、有効打突に近い打突を優位とする。

２ 試合態度の良否は姿勢及び動作において勝っている者を優位とする。

〇団体試合

試合時間は２分とする。勝敗の決しない場合は引分けとする。なお、勝数、取得本数が同

数の場合は、代表戦を行う。

代表戦の試合時間は２分、一本勝負とし、延長は２分きざみで勝敗の決するまで試合を

行なう。なお、延長が続く場合、水分補給の時間を設ける場合がある。

オーダーどおりに、出場しなかったチームは負けとする。

10 派遣審判員・競技役員

参加団体は、審判員１団体２名以内（五段以上）と競技役員２名（育成会員の方でも結構で

す。）のご協力をお願いいたします。また、四段の先生方にも審判のご協力を依頼する場合

がございます。

なお、審判にあたっては、各自の審判旗をご用意願います。

11 参加方法

（１）申込方法

滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部のホームページより申し込み用紙を入手し、必要事

項を入力のうえ、同ホームページの問合せフォームへ送信します。詳細は以下のとおり。

【ホームページ: https://shiga-sp-kendo.org/ 】

≪申込みの手順≫

1 滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部のホームページを開く。

2 ホームページの右側にあるカテゴリー の『交流大会』をクリックする。

3 第 40 回大会の「大会要項」および各様式をダウンロードして、ファイルを保存する。

4 保存したファイルに必要事項を入力する。誤字等ないように注意して下さい。

5 大会参加者およびチーム数を確定し、後述の「４）参加料」欄の振込先へ合計参加料

https://shiga-sp-kendo.org/


を振込み※注１、振込表を様式２「振込通知書」へ貼り付け、データ化する。

なお、振込手数料は各団体にてご負担願います。

6 カテゴリーの「問い合わせ」をクリックして「交流大会問い合わせフォーム」を開く。

7 必要事項を入力して、フォームの一番下の「ファイル」のところに保存したファイル

を選択して添付する。

●添付ファイル →様式１「申込書」※注２、様式２「振込通知書」※注３、

様式１-2「合同チーム編成における誓約書」※注４

8 全てのファイルを添付できたら「送信する」をクリックして終了です。

注１） 振込みは、必ず出場団体名（申込書に記載の団体名）で行って下さい。

注２） 様式１「第４０回滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会申込書」

・ ファイル内の記入例（別シート）を参考に入力して下さい。

・ 送信された内容での申込書氏名がプログラムに掲載されますので、送信前に必ず

作成した内容を再確認し、正確な情報（登録選手の漢字、学年等）の入力をお願

いします。

・ スマートフォン等からは、申込書等がダウンロードできない場合があります。パ

ソコンからの作業をお願いします。

・ 送信された申込内容が正式申込みとなりますので、申込書の郵送は不要です。

注３） 様式２「振込通知書」

・ 様式に「銀行振込票」を貼り付け、データ化（PDF 形式、画像(jpeg)形式、エク

セル・ワードなどへの添付も可）し、ファイル名に各「団体名」が分かるよう記

載して保存して下さい。再度、ファイル名を確認のうえ保存したファイルを添付

して下さい。

なお、データ化の際は、内容が明確に判別できる解像度になるようご注意下さい。

・ 銀行振込票を貼り付けた様式２「振込通知書」の原本は大切に保管しておいて下

さい。

・ データ化が困難な場合に限り、以下の郵送先まで様式２のコピーを直接郵送して

下さい。

注４） 合同チーム編成により団体戦を参加する場合のみ添付すること。

（２）申込期日 令和４年８月 26 日（金）まで （期日厳守でお願いします。）

（振込も同日までに完了していること。）

※ 様式２を郵送で送付する場合、上記期日までに必着すること。

郵送先 〒521-2141 大津市大江１丁目１３－１７ 塩谷 博昭

（滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部交流大会事務局宛）



（３）参加料

＊団体戦は１チーム ６，０００円

＊個人戦は１人 １，２００円

銀行振込みのみとします。

※振込み名は出場団体名（申込書に記載の団体名）でお願いします。

※９月２日（金）以降、欠席・変更による参加費の返金は致しかねますので

ご了承下さい。

ただし、大会事務局側より中止とした場合はこの限りではない。

振込先 滋賀銀行 能登川支店

店番 362 普通預金番号 ８３３６２３

名義 滋賀県スポーツ少年団 剣道育成専門部 会計 野 雄大

※ 振込票は、様式２「振込通知書」へ貼り付け、必要事項を記入して下さい。

様式原本は大切に保管して下さい。

（４）問い合わせ先

競技に関すること 辻田 明宏 （携帯 090-3977-2606）

申込み・選手変更に関すること 塩谷 博昭 （携帯 080-3236-6035）

パソコンの操作に関すること 馬場 元次 （携帯 090-5167-9808）

※ホームページからもお問い合わせいただけます。

（５）申込取消し及び選手変更

１）申込み後の参加取消し・選手変更について

プログラム掲載上、９月２日（金）までに、様式３「選手変更・欠席届」を前記

の交流大会事務局宛に必着で送付して下さい。

２）締切以降の参加取消、選手変更について

上記、変更受付日を過ぎた場合は、大会当日の会場にて、選手変更係に様式３「選

手変更・欠席届」を提出し、参加取消および選手変更手続きを行って下さい。

12 表彰

優勝・準優勝・第３位（２チーム・２名）を表彰する。

13 滋賀県代表チームおよび選手の決定について

（１）全国スポーツ少年団剣道交流大会

団体試合優勝チーム並びに個人試合中学生男子・女子優勝者は、全国大会出場の権利と

義務を有する。また、団体試合の出場メンバーは原則、本大会と同じ構成にすること。

（２）近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会

１）団体試合 《10 団体》

ベスト８のチームは出場権を有する。残り２チームについては、ベスト 16 の８チームで抽



選にて決定する。

なお、今後の当大会要項の変更により、10 団体未満となった場合は、上記にて決定したチ

ームの上位順より出場チームを決定する。

※ 出場 10 団体は、一単位団体につき１チーム、または様式１－２「合同チーム編成にお

ける誓約書」を提出する合同チームとする。

※ 選手欠員の場合の補充については、参加団体と大会本部で話し合いのうえ決定する。

※ 団体試合はベスト８決定後、直ちに大会本部席前で抽選を行う。

※ 団体試合の出場メンバーは原則、本大会と同じ構成にすること。

２）個人試合 中学生男子の部《10 名》・女子の部《10 名》

中学生男子・女子の部ともに、ベスト８の選手は近畿大会の出場権を有する。

残り２名については、ベスト 16 の選手から、抽選にて決定する。

なお、今後の当大会要項の変更により、10 名未満となった場合は、上記にて決定した選手

の上位順より出場選手を決定する。

14 安全対策

（１） 出場選手において負傷があった場合は、会場での応急処置のみ行い、その後の処置につい

ては、責任を負わない。

（２） 監督及び保護者は、会場内外における参加者の行動に十分注意して事故防止に努めること

（３） 新型コロナウイルス感染防止のため、大会当日において以下の点を遵守して下さい。

①入場者数

・入場者数の制限をかける場合があります。その場合、ＨＰにて事前に詳細をお知らせし

ます。

②選手の出場条件

以下に該当する場合は、試合の出場を不可とし、また、当日の参加も控えて下さい。

・体調がよくない場合（３７．５℃以上の発熱、咳などの風の症状がある場合）

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合。

・過去１４日以内に入国し観察期間が必要である場合。

③感染防止対策

・選手は、全日本剣道連盟の感染予防拡大ガイドラインおよび補足事項に基づき、面マス

クおよびシールド（口元）の着用を必ず行うこと。

・各自マスクを持参・着用すること（監督、観戦者含む）。

・各自こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。

・今後のコロナ禍の状況を踏まえ、大会当日の参加者を明記した用紙の提出を求める場合

があります。その場合、別途、当ホームページにてお知らせしますのでご注意下さい。

④観戦者の応援

・応援は当該チーム・選手の関係者のみとし、試合後は速やかに解散（帰宅）すること。

15 昼食について

（１）審判の先生・競技役員の昼食は事務局にて準備いたします。

（２）選手は各自で用意して下さい。



16 その他

（１）今後のコロナの感染状況により、開催内容に変更が生じる場合があります。その場合、

ＨＰにて事前に詳細をお知らせします。

（２）入場行進は行いません。開会式は、事前の会場のアナウンスに従って下さい。

（３）開会式において、スポーツ少年団旗は使用しません。また、各団体の団旗（道場旗）につ

いては、掲揚を禁止します。

（４）目印（タスキ）は各団体で準備をお願いします。

（５）団体試合出場チームは、オーダー表を作成し受付に提出して下さい。

オーダー表のサイズ

チーム名 先 鋒 次 鋒 中 堅 副 将 大 将

模造紙

縦 1/4

←13 ㎝→ ←13 ㎝→ ←13 ㎝→ ←13 ㎝→ ←13 ㎝→ ←13 ㎝→

（６） 大会当日の選手変更・欠席等は、開会式までに別紙３「選手変更・欠席届」を、選手変更

係に提出して下さい。

（７） 会場の入場は、小学生・中学生の入れ替え制とし、入場時間については、別途、ＨＰにて

事前にお知らせします。

（８） 駐車スペースに限りがありますので､乗り合わせ又は、公共交通機関を利用しての参加を

お願いします。

（９） 各部門、優勝・準優勝・三位に入賞されたチーム・選手は、閉会式終了後ホームページ掲

載用の写真撮影をいたします。閉会式が終了しましたら、表彰状とメダルを持って本部席

に集合して下さい。

17 個人情報と肖像権の取り扱いについて

育成専門部が実施する交流大会及び講習会等の事業において、参加申込書に記載された個人

情報は、大会および講習会運営に利用いたします。

また、育成専門部の事業内（ホームページへの掲載を含む）においてのみ利用する事を原則

とし、それ以外の目的で個人情報を利用することはありません。

但し、報道機関等に大会結果等必要な個人情報を提供し、新聞やホームページにおいて公開

されることがあります。

肖像権については、育成専門部において撮影した交流大会および講習会の写真を、ホームペ

ージで公開致します。

なお、報道機関等が撮影した写真が、新聞やホームページで公開されることもあります。

育成専門部では、上記個人情報と肖像権の取り扱いについて、交流大会および講習会等の事

業に対し、参加申込みを提出していただいたことにより承諾されたものとします。

以上


