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第５７回全国高等専門学校体育大会剣道競技 

連絡事項（教員・競技者向け） 

 

 

１ 大会事務局 

阿南⼯業⾼等専⾨学校 学⽣課学⽣係内 
第５７回全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技事務局 

〒774-0017 徳島県阿南市⾒能林町⻘⽊２６５ 
TEL：0884-23-7130 FAX：0884-22-4232 
E-mail：gakusei@anan-nct.ac.jp 

⼤会期間中の連絡先 ０８０−２９９４−７１２３ 
（令和４年８⽉２４⽇（⽔）８：4０から２６⽇（⾦）閉会式終了後まで） 

 
２ 参加申込 

競技実施要項に基づき，下記書類を⼤会事務局へ提出してください。 
提出は全国⾼専体育⼤会剣道競技ホームページ（http://kendo-ct.jp/regist/） 
よりアップロードしてください。 
エクセルファイルについては，システム上，複数のエクセルファイルのアップロードはで
きません。必ず１つのエクセルファイルで御提出ください。 

・様式１ 参加申込書（エクセルファイル・ＰＤＦファイル） 
押印済みの参加申込書をＰＤＦファイルにして提出してください。 
原本は後⽇郵送いただくか，⼤会当⽇に持参してください。 

・様式２ 参加料納付内訳書（エクセルファイル） 
・様式 3 第 57 回全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技参加者名簿（エクセルファイル） 
・旅⾏傷害保険被保険者名簿（エクセルファイル） 

【提出期限】 令和４年７⽉２７⽇（⽔） 
 
３ 組合せ抽選 

令和４年８⽉１⽇（⽉）に剣道競技申合せ事項により⾏い，組合せ抽選結果は， 
⼤会ＨＰにアップロードします。 

 
４ 参加者受付 

⽇ 時 令和４年８⽉２4 ⽇（⽔）１３時００分〜１６時００分 
令和４年８⽉２5 ⽇（⽊）  ８時３０分〜１０時３０分 （開場 8 時３０分） 
令和４年８⽉２6 ⽇（⾦）  ８時００分〜９時００分  （開場 8 時００分） 

場 所 とくぎんトモニアリーナ（ 徳 島 市⽴体 育館）正⾯⽞関 
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５ 代表者会議 

本⼤会はコロナ感染症対策として実施しません。 
選⼿登録を変更する学校は，「選⼿登録変更届」（様式４）を参加者受付または⼤会事務局
へ提出して下さい。 
 

６ 競技専門部会議 

⽇ 時 令和４年８⽉２５⽇（⽊）９時００分〜 
場 所 とくぎんトモニアリーナ（ 徳 島 市⽴体 育館）正⾯⽞関左側の別棟２階

第⼆会議室 
出席者 各地区専⾨委員⼜は各地区本⼤会出場校顧問若しくは出席できる地区顧問 

 
７ 開会式・閉会式および競技日程 

開会式 令和４年８⽉２５⽇（⽊）１２時３０分 
とくぎんトモニアリーナ（ 徳 島 市⽴体 育館） 第⼀競 技 場  

⼥⼦個⼈の部（決勝戦まで） 試合開始時刻 開会式終了後 
男⼦個⼈の部（決勝戦まで） ⼥⼦個⼈の部終了後 
 ※男⼥個⼈の部の間に表彰式をはさみません。 
表彰式（男⼥個⼈の部） 
団体の部 試合開始時刻 令和４年８⽉２６⽇（⾦）９時１５分 
※８⽉ 26 ⽇の試合開始時間は，コロナ対策暫定的なルールを適⽤することで， 
試合時間が⻑引くことが予想されるため早めることとする。 

表彰式（団体の部） 
閉会式 令和４年８⽉２６⽇（⽇） 

とくぎんトモニアリーナ（ 徳 島 市⽴体 育館） 第⼀競 技 場  
 
 

８ 大会期間中の練習時間と練習会場 

練習会場 令和４年８⽉２４⽇（⽔） 第⼀競技場，第⼆競技場 
     令和４年８⽉２５⽇（⽊） 第⼀競技場，第⼆競技場 
     令和４年８⽉２６⽇（⾦） 第⼀競技場，第⼆競技場 

 
練習会場として本⼤会開催会場の第⼀競技場，第⼆競技場を使⽤するときは，男⼥ごとに
時間帯を分けて（⼀部の時間帯は個⼈の部出場選⼿専⽤とする）密集を回避します。 
詳細は練習割り当て表をご確認ください。 
第⼆競技場を練習会場として使⽤するときは，地区ごとに時間帯を分ける，または最⼤４
校までの利⽤に限定することで密集を回避します。 
 
 



3 
 

 
 
練習割り当て表 
 

⽇時 第⼀競技場 第⼆競技場 
8 ⽉ 24 ⽇(⽔) 

13:00〜16:50 第 57 回全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技参加者名簿(様式３)の会
場到着時刻に応じて練習エリアを受付時に連絡しますので，それに従
い練習をお願いします。練習時間は各校 30 分程度としてください。 

8 ⽉ 25 ⽇(⽊) 

9:00〜 9:45 
男⼦選⼿ 
(北海道・東北・関東信越・東海北陸) 

最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

9:45〜10:30 
男⼦選⼿ 
(近畿・中国・四国・九州沖縄) 

最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

10:30〜11:15 ⼥⼦選⼿（全地区） 
最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

11:15〜12:00 男⼥個⼈の部出場選⼿ 
最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

表 彰 式 終 了 後
〜16:20 

男⼦選⼿（全地区） 
最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

16:20〜16:50 ⼥⼦選⼿（全地区） 
最⼤ 4 校まで 
(受付で予約してください) 

8 ⽉ 26 ⽇(⾦) 

8:15〜 8:45 ⼥⼦選⼿（全地区） 男⼦選⼿(北海道・東北) 

 8:45〜 9:15  男⼦選⼿(関東信越・東海北陸) 

 9:15〜 9:45 

 

男⼦選⼿(近畿・四国) 

 9:45〜10:15 男⼦選⼿(中国・九州沖縄) 

⼥⼦団体の部予

選リーグ終了後 
 ⼥⼦選⼿(決勝リーグ出場校) 
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９ 大会運営・試合上の注意について 

・参加校で健康および安全に気を付け，熱中症やケガ等のないようにして下さい。 
・全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技運営に関する申合せ事項に従い，とくに参加登録者

の服装，剣道具について確認をしておいて下さい。 
 なお，剣道具については，監督が別添の「剣道⽤具確認証」に従い点検し，⽵⼑検量の
際に「全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技⽵⼑検量申請書」と共に提出して下さい。 

・開場時間は８⽉２５⽇（⽊）８時３０分，8 ⽉２６⽇（⾦）８時００分です。それまで
は⼊館できません。退館は１７時としますが，⼤会終了校は速やかな退館にご協⼒をお
願いします。 

・第⼀競技場での練習は，試合当⽇の開場から開会式（試合開始）１５分前までと，２５
⽇の男⼦個⼈の部表彰式終了後から１６時５０分までとします。試合中は，第⼀競技場
での練習はしないで下さい。 

・⽵⼑は⼤会要項に従い，男⼥の第３学年以下と第４学年以上の４種類で検量を⾏いま
す。 

・⽵⼑検量は，開場後，試合会場での練習時間帯に，検量場所で⾏います。監督は事前に
別添の「全国⾼等専⾨学校体育⼤会剣道競技⽵⼑検量申請書」に必要事項を記⼊し，検
量の際に提出してください。 

 なお，検量の結果不合格となった⽵⼑は，当該選⼿の全ての試合が終了するまで⼤会本
部で預かります。検印のない⽵⼑を使⽤したり，⽵⼑の中に異物を⼊れて使⽤したりし
た場合，対象の試合において本⼈は負けとなり，その後の試合には出場できませんので
注意してください（詳細は全⽇本剣道連盟 剣道試合・審判規則第１９条に従います）。 
また，⽵⼑の柄部には必ず所属学校名・⽒名を記⼊してください。⽵⼑検量に出せる⽵
⼑は 1⼈ 3 本まで，検量所に来るのは 1 校 3⼈までとします。 
⼤会開催中に⽵⼑が破損し追加の検量を希望する場合には，監督が別添の「全国⾼等専
⾨学校体育⼤会剣道競技⽵⼑検量[追加]申請書」に必要事項を記⼊し⼤会本部への申し
出ることにより適宜検量を⾏います。 

・⽵⼑検量時間 
 地区および男⼥ごとに時間を設定して，密集を回避します。 
 
前⽇練習⽇ ８⽉２４⽇（⽔） 
  正式な検量は⾏いませんが，事前に検量の合否を確認したい男⼥個⼈の部出場選
⼿を対象に予備検量（提出書類なし）を⾏います。希望する選⼿は１６時００分〜
１６時３０分の時間帯に検量所にお越しください。希望者多数の場合には，1 ⽇⽬
の検量時間が試合開始直前の中国，九州沖縄地区の選⼿を優先します。 

  なお，予備検量合格の⽵⼑には，検量合格の検印を貼付しませんので，必ず⼤会 1
⽇⽬に再度検量を受けてください。 

  また，予備検量が不合格の場合でも，⽵⼑はその場で選⼿に返却します（⼤会本部
で預かりません）。 

 
 



5 
 

⼤会 1 ⽇⽬ ８⽉２５⽇（⽊） 
北海道，東北・・・・・・・・・８時３０分〜 ９時００分 
関東信越，東海北陸 ・・・・・ ９時３０分〜１０時００分 
中国，九州沖縄・・・・・・・ １０時３０分〜１１時００分 
近畿，四国・・・・・・・・・ １１時３０分〜１２時００分 
 

 ⼤会 2 ⽇⽬ ８⽉２６⽇（⾦） 
⼥⼦団体の部出場選⼿・・・・・・・８時２０分〜 ９時３０分 
男⼦団体の部出場選⼿・・・・・・・９時３０分〜１１時３０分 
追加検量・・・・・・・・・・・・・随時 
 

・試合順序について，⼤会１⽇⽬は，⼥⼦個⼈の部，男⼦個⼈の部，⼤会２⽇⽬は⼥⼦団
体の部，男⼦団体の部の順で⾏います。ただし，⼥⼦団体の部決勝リーグと男⼦団体の
部決勝トーナメントは並⾏して実施します。 

・前⽇練習終了後および⼤会１⽇⽬終了後，観客席に剣道具を置いておくことは可能で
す。地区ごとに割り当てられた場所に学校ごとに整理して置いてください。なお，貴重
品を置くことは避けてください。 

・所属学校名以外の名称等記載のある剣道着，剣道具の着⽤はやめて下さい。 
・開会式・閉会式（表彰式）の整列は，剣道着，袴，胴，垂れ着⽤で整列して下さい。 
・⼊賞者は写真撮影を⾏います。 
・開会式，表彰式，閉会式はコロナ感染拡⼤防⽌のため暫定的な⽅法で実施します。 

開会式：個⼈の部参加選⼿のみが参加してください。団体の部参加選⼿、監督、マネー
ジャー等は観客席に控えてください。 

個⼈の部表彰式：男⼦個⼈の部終了後，男⼥まとめて実施します。男⼥ともに⼊賞者の
みが参加してください。 

閉会式：団体の部⼊賞校の代表者(優勝校：3 名，2，3位：2 名)のみが参加してくださ
い。対象校以外の学校は，試合終了後速やかな退館をお願いします。 

  なお，やむを得ない理由で閉会式に参加できない⼊賞校は，地区競技専⾨委員を通じ剣
道競技専⾨委員⻑へ申し出て下さい。 

・団体の部では試合と試合の間を空けずに整列して下さい。なお，団体の部，個⼈の部と
も準決勝戦以降については，試合の進⾏について指⽰をします。 

 
10 国内旅行傷害保険について 

⼤会参加選⼿は参加料により全員保険に加⼊しますので，必ず名簿に記載下さい。また，
監督，コーチ，マネージャー，応援学⽣等について，保険の加⼊を希望する場合は，当該
名簿に記載の上，参加料納付内訳書「競技者以外の保険料」欄に⼈数を記載し，参加料と
合わせて保険料をお⽀払い下さい。 
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11 宿泊及び弁当 

宿泊及び弁当を斡旋します。 
詳細については，別添「宿泊・弁当・氷の申込要項」を御覧いただき「宿泊・弁当・氷の
申込書」にてお申し込みください。 
【提出期限】 令和４年７⽉２７⽇（⽔）１７：００ 

 
12 自動車等（バス）での来場について 

とくぎんトモニアリーナは，駐⾞場の⼤部分を審判等の⼤会役員⽤⾞両の貸切予約とし
ておりますので数に限りがあるうえに，料⾦がかかります。あらかじめご了承ください。
なお，⼤会会場から離れた「阿波おどり会館」前に観光バス専⽤の駐⾞場があり、無料で
ご利⽤できます。13台のスペースがあり，そのうち 2台が⼩型バス専⽤になります。駐
⾞台数が多い場合は，阿波おどり会館ご利⽤の団体様等，優先に案内となります。なお，
駐⾞場の予約はできませんので，満⾞の場合は，各校で⼿配ください。 

 
13 文部科学大臣杯の返還 

前回⼤会(第５６回⼤会)優勝校は，開会式において⽂部科学⼤⾂杯の返還をお願いします。 
⽂部科学⼤⾂杯については，当⽇開会式にご持参いただくか，８⽉１９⽇（⾦）までに⼤
会事務局までお送りいただいても構いません。 

 
14 救急等 

(1) 万⼀の事故に備えて，参加選⼿は必ず健康保険証を持参するよう御指導下さい。 
(2) 病院等へ移送する場合は，当該学校関係者の付添いをお願いします。 
(3) ⽇本スポーツ振興センター所定の⽤紙は各校で持参下さい。 
(4) 救急病院は当⽇，受付時にお知らせします。 

 
15 新型コロナウイルス感染症対策について 

⼀般社団法⼈全国⾼等専⾨学校連合会が定める「全国⾼等専⾨学校体育⼤会における新
型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌に関するガイドライン」によるほか，（公財）⽇本
スポーツ協会における競技団体別ガイドライン等の感染拡⼤予防対策を⾏い運営するも
のとします。 
(1) 参加者の健康管理状況確認について（⼤会開催前〜⼤会期間中） 

⼤会参加者は，前⽇練習⽇ １４⽇前の８⽉１０⽇（⽔）から⼤会開催期間までの健
康状況について，別添の「【⼤会前・⼤会期間中】体調管理チェックシート」に必要
事項を記⼊して会場に持参してください。また，顧問は参加者全員分をまとめて以下
条件に従い受付に提出してください。 
・⼤会前⽇（８／２４）練習参加校：⼤会前⽇に受付に提出してください。 
・⼤会 1 ⽇⽬(８／２５)参加校：⼤会 1 ⽇⽬の受付に提出してください。 
・⼤会２⽇⽬(８／２６)参加校：⼤会 2 ⽇⽬の受付に提出してください。 
各⽇，会場退館時に受付にて顧問へ返却しますので，引き続き必要な情報を追記し

て⼊館時に再度受付に提出をお願いします。⼤会参加最終⽇に提出された「【⼤会前・
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⼤会期間中】体調管理チェックシート」は返却せず開催校が 1箇⽉間預かり適切に保
管します。また，保管期間を過ぎた時点で個⼈情報が漏れないよう適切に処分します。 

(2) 参加者の健康管理状況確認について（⼤会終了後） 
⼤会参加者は，⼤会終了後の８⽉２７⽇（⼟）から９⽉９⽇（⾦）までの健康状況に
ついて，別添の「【⼤会後】体調管理チェックシート」に必要事項を記⼊してくださ
い。なお，調査期間終了後には各校にてしばらく保管願います。また，⼤会事務局等
より資料の提出を求められた場合には速やかにご対応願います。 

(3) 観覧について 
感染拡⼤状況の動向を⾒ながら無観客も含めて検討し，追って連絡します。 

(4) 昼⾷場所（距離の確保）ついて 
   地区ごとに分けた観客席（別添の「会場⾒取り図」をご確認ください）を利⽤してく

ださい。 
観客席は⼗分なスペースを確保しますので，密集を避けるために⼗分な距離を確保
してください。また，黙⾷のご協⼒をお願いします。 

(5) 更⾐室について 
・男⼦ 

上記(4)観客席を利⽤してください。男⼦ロッカー室は使⽤しないでください。 
・⼥⼦ 
⽞関⼊って右側通路奥の⼥⼦ロッカー室をご利⽤ください。 
(場所については，別添の「会場⾒取り図」を参照してください)。 

 ※更⾐室利⽤時や更⾐時の発話はマスクを着⽤してください。 
(6) ⼤会関係施設への⼊場と⼤会期間中の⾏動について 

 ・参加登録者以外は，⼤会関係施設に⼊場しないでください。 
 ・⼤会関係施設への⼊場者は，常時不織布マスクを着⽤してください 
(ウレタン素材のみのマスクは不可とします)。  

・こまめな⼿洗い(⽯けんにより 30秒程度)，アルコール等による⼿指消毒を⾏って
ください。 

・「握⼿」「ハイタッチ」「肩を組む」なだ，競技以外の⾝体接触を控えてください。 
・ミーティング等は短時間で⾏い，密を避けてください。 
・⼿洗い等の際は，⾃分のタオル，ハンカチを使⽤してください。  

    
16 その他 

(1) 会場となる体育館の使⽤規程を厳守し施設設備は⼤切に使⽤してください。また第⼀
競技場，第⼆競技場は⼟⾜厳禁です。 

(2) 所持品（特に貴重品）は学校ごとに責任をもって管理してください。また，忘れ物が
無いように留意してください。 

(3) ゴミについては，学校ごとにビニール袋等を準備し，責任をもって持ち帰り始末して
ください。 

(4) 体育館の駐⾞場は役員・来賓・審判員⽤としても使⽤します。この駐⾞場は有料のた
め料⾦がかかります。 


