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全国自衛隊剣道連盟

.会 長  林

第44回全国自衛隊剣道大会開催について(通知)

仲秋の候、貴台におかれましては益々御清祥の段、慶賀に存じます。

さて、この度「第44回全国自衛隊剣道大会」を別紙により、開催する事になりました。

つきましては、隊務御多忙中とは存じますが、自衛隊剣道振興発展のため、選手等の

派遣方をお願い致しますとともに、御指導御鞭撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

添付書類:別紙「第44回 全国自衛隊剣道大会実施要領」
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 別紙

１ 　目的

　　自衛隊における剣道の振興と技量の向上を図るとともに心身を錬磨して 相互の親睦と

　団結の強化に資する。

２　細部実施要領

（１）　期日

　　　　平成３１年 ２月 ２３日（土）～ ２４日（日）

（２）　場所

　　　　自衛隊体育学校球技体育館（朝霞駐屯地内）

（３）　大会日程

　　　ア　平成３１年 ２月 ２３日（土）

　　　　  ０９００　　　選手集合完了

　　　　  ０９３０　　　開会式

　　　　  ０９４５　　　模範演武

　　　　  １０００　　　男子６段以上の部

　　  　　１１００　　　男子５段以下の部

　  　　　１３００　　　女子の部

　　  　　１４００　　　団体戦

　  　　　１６３０　　　終了

  　　　　１７００　　　懇親会（朝霞クラブ）

　　　イ　平成３１年 ２月 ２４日（日）

　　  　　０８００　　　親善稽古開始

　　　  　０８５０　　　親善稽古終了

　　  　　０９３０　　　団体戦

　　　  　１４００　　　試合終了

　　    　１４３０　　　閉会式

　　  　　１５００　　　解散

（４）　主催

　　　　全国自衛隊剣道連盟

（５）　参加資格

　　　　陸・海・空の自衛官、事務官、技官で、参加費納入のチーム及び個人

第４４回全国自衛隊剣道大会実施要領
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（６）　参加単位

　　　　参加単位は、原則として各駐屯地等とする。（出場数を制限しない。）

　　　　勤務員の人員は、監督会議で確認したとおり、出場チーム数から各方面隊等の参加チーム数

　　 の割合で,各方面隊等の代表者へ、差し出し勤務員数をメールで伝える。

　　　　勤務員の服装は、原則制服とする。（状況により、剣道着・袴でも可とする。）

（７）　試合区分

　 　ア　団体戦

 　　イ　個人戦

　　　（ア）　男子６段以上の部

　　　（イ）　男子５段以下の部

　　　（ウ）　女子の部

（８）　個人戦出場者の制限

　　　ア　６段以上の部及び女子の部の出場者は制限しない。

　　　　（６段以上及び女子の部は、申込者以外の試合出場は認めない。）

　　　イ　５段以下の部は、団体戦チーム編成の７名の中から１名とする。(

　　　　（団体戦チーム編成の中からの交代は可能）

　　　ウ　個人戦のみ参加、団体戦に出場出来ないチームについては２名までとする。

（９）　チーム編成

　　　ア　団体戦のチーム編成は、監督１名、選手×５、補欠２名の８名とする。（試合出場出来る者は

　      選手５名・補欠２名の中からとする。また、監督が出場予定の場合は、選手・補欠に記入のこと。）

　　　イ　選手及び補欠は、７段以下とする。

　　　ウ　階級、年齢及び性別は問わない。

（10）　試合方式

　　　ア　団体戦及び個人戦ともに、トーナメント戦とする。

　　　イ　組合せの抽選は大会本部にて実施する。

（11）　試合要領

　　　ア　審判

　　　　　全日本剣道連盟試合・審判規則及び同細則による。

　　　イ　団体戦

　　　（ア）　試合は４分間３本勝負とし、勝敗の決しない場合は引き分けとする。

　　　（イ）　チームの勝敗は、勝者数、取得本数の順とし、同数の場合は、代表者による１本勝負で

　　　  　時間を区切らず勝敗の決するまで行う。

　　　（ウ）　団体戦出場数を制限していないため、１５０チームを超えた場合は、試合時間を変更する。

　　　　　（細部は、監督会議で決定する。）

　　　ウ　個人戦

　　　（ア）　６段以上の部、５段以下の部、女子の部ともに３分３本勝負とし勝負の決しない場合は

　　　　　 ２分1回の延長戦を行い、それでも勝敗の決しない場合は、判定とする。　



　　　（イ）　準々決勝以上の延長戦については、時間を区切らず勝敗の決するまで行う。
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　　　（ウ）　団体戦出場数を制限していないため、１５０チームを超えた場合は、団体戦同様、個人戦も

　　　　　試合時間を変更する。（細部は、監督会議で決定する。）

（12）　表彰

　　　イ　団体戦及び個人戦ともに、上位８チームを表彰する。

（13）　審判員

　　　  原則として、７段以上は、審判員の編成に編入する。

　　　　試合が、終了したならば、審判員として勤務をお願いする。

３　管理  

（１）　参加費

　　　ア　団体戦　　１チーム：２０，０００円

　　　イ　個人戦　　１　　名：　２，０００円

　　　ウ　振込先　　埼玉りそな銀行　和光支店

　　　　　　　　　　口座名義：全国自衛隊剣道連盟

　　　　　              　   代表者　渡邉　好章（わたなべ　よしあき）

　　　　　　　　　　口座種類：普通

　　　　　　　　　　口座番号：３９８２５４２

　　　エ　振込期日　平成３０年１２月７日（金）まで（期日厳守）

〈注意〉 １　振り込みは、必ずチーム名（監督名等個人名は不可）を頭に明記し、振り

　込むこと。

２　振り込み終了後、速やかに、付紙第１「振込明細一覧」を作成し、メールで送付すること。

　郵送での送付を禁止する。

３　参加取りやめの場合、振り込み締め切り以降の返金は一切しない。

４　領収書は大会受付時に手渡す。

（２）　大会運営経費

　　　　大会運営に関する経費は、大会参加費による。

　　　

   　ア　団体優勝チームには、以下の賞を授与する。

　　 （ア） 内閣総理大臣杯

　　 （イ） 防衛大臣杯

　　 （ウ） 朝雲新聞社杯

　　 （エ） 自衛隊体育学校長杯
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（３）　宿泊及び給食

    ア  宿泊  

　　　　外来宿舎に依頼しているが、陸上自衛隊演習が予定されており、また教育・訓練が優先され

　　宿泊可能数に制限があるので了承されたい。

　　　なお、業務の関係上、部隊からの連盟に対する電話による調整は受付ない。

　　　用件は、メールにて問い合わせされたい。

　 　info@zenjikendo.org

　　イ　給食

　　（ア）　役員及び審判員、勤務要員の大会当日の昼食（弁当）は、大会本部で準備する。

　　（イ）　外来宿舎に宿泊可能な場合、チームは付紙第２「給食予定表」を、平成３０年１２月７日

　　　　（金）までにメールにて送付し、細部が確定しいる部隊は付紙７も作成してメールで送付。平成３１年

　　　　１月３１日（木）までに給食通報を体育学校長　殿で作成し郵送又は大会受付時に提出されたい。

　　　　（業務隊との取り決めにより、連盟が一括して申し込む。）

　　　　＊その際、各部隊毎にすることなく、代表者がチーム分、取りまとめて提出のこと。

（４）　交通

　　　ア　電車：東武東上線及び東京メトロ有楽町線和光駅下車徒歩２０分

　　　イ　駐屯地内へのタクシーの乗り入れが可能（下車地点３番）

（５）　連盟表彰（感謝状・顕彰状）の推薦

　　　 次の各号に該当する方を、付紙第３「連盟表彰（感謝状・顕賞）により、メールにて御一報

　　下さい。

　　（感謝状）

　　　　平成３２年３月３１日までに定年を迎える方で、全国自衛隊剣道連盟に多大なる功績を

　　　残された方（連盟内規に基づき、選考します。）

　　（顕彰状）

　　　　本大会を含め、審判、大会支援、監督及び選手として参加累計が、１６回目に該当

　　　する方
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（６）　大会申し込み要領(ホームページより）

　　　ア　申込先

　 　info@zenjikendo.org
　　　イ　申し込み方法

　　　　　上記、申込先へ付紙第４「第４４回全国自衛隊剣道大会参加申込書」に入力後、メールで送信

　　　ウ　申し込み締め切り

　　　　　平成３０年１２月７日（金）まで送信のこと。

　　　　　締め切り以降の申し込みは、プログラム作成上、一切受け付けない。しかし、怪我等で出場が

　　   困難な場合は、選手変更届を提出すること。

（７）　その他

　　　ア　大会当日、昼食（有料弁当）を希望するチームは、付紙第５「昼食（有料弁当）希望表」

　　　　を申込先へ平成３１年１月１１日（金）までにメール送信されたい。

　　　イ　監督会議及び総会は、大会前日１４時から実施する。

　　　ウ　申し込み書は登録制になっている。チーム編成はオーダー表提出時が決定となる。

　　　エ　６段以上の隊員が転勤等で所属部隊に変更が生じた場合、新たに６段以上の昇

　　　　段者が出た場合はその都度、付紙第５「大会審判要員所属変更届」のメール送信をお願い

　　　　する。

　　　オ　スポーツ傷害保険に加入することが望ましい。

　　　カ　竹刀の計量を実施する。

性別

男女

共通

男性

女性

男性

女性

１２０ｃｍ以下

重さ

大学生・一般

同左

２５ｍｍ以上
太さ

高校生（相当年齢の者も含む。）

１１７ｃｍ以下

４８０ｇ以上

２６ｍｍ以上

長さ

５１０ｇ以上

４４０ｇ以上
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付紙第１

作成年月日

振込年月日

取扱金融機関

振込金額

女子 　　名 　　　　　　円

５段以下 　　名 　　　　　　円

６段以上 　　名 　　　　　　円

合計 　　名 　　　　　　円

振込明細一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　チーム名：　　　　　　　　

入金後速やかの作成し送付してください。

振込金額内訳
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付紙第２

チーム名：

項目
区分

１　給食予定日時

　ヒ食 　　及び

　朝霞駐屯地 ２　給食予定人員

　に宿泊しな （１） 幹　部 ×　　  名　

　いチーム （2） 曹　士

　　ア　営外者×　　　名

　　イ　営内者×　　　名

　合　計　　　　　　 名

項目
区分

　１　宿泊・給食予定日時

　朝霞駐屯地 　ア 　ア

　に宿泊する 　日　 　ヒ食 　～ 　日 　ヒ食まで

　チーム 　ユ 　ユ

（駐屯地に宿泊す 　２　宿泊・給食予定人員 ＊備考

るチームとは連盟 駐屯地内の部隊

より調整があった 　（１） 幹　部 ×  　名　 （女性　　名含む） に宿泊を調整して

チーム及び、 　（2） 曹　士 いるチームは記入

※駐屯地内の部隊 　　　ア　営外者×　　名 （女性　　名含む） 　部隊名：

に宿泊するチーム） 　　　イ　営内者×　　名 （女性　　名含む）

　合　計　 　　名　　　　　 （合計　　名含む）

　　注：

喫食の細部が確定している場合は付紙７を作成してメールで連絡してください。

　　　日　 　　　日ヒ食

宿泊・給食予定人員及び日時

１　ア・ヒ・ユに○印をつけること。　

２　弁当（有料５００円）の希望は付紙第５に申し込まれたい。

宿泊・給食予定表

TEL　（８－　　　　　　　　　　　　　）代表者氏階級：

給食予定人員及び日時



チーム名：

届出人氏階級： TEL　（８－ 　　）

TEL（８-    )

（生年月日）

〒　　　－　　　　　　　　　　　　　　（電話番号：　　　　　　　　　　）

１ 感謝状の推薦者による全国自衛隊剣道連盟に対する功績の概要（感謝状推薦者のみ）

２ 感謝状及び顕賞（１６回以上の出場者）推薦者の大会参加状況（出場した大会に、

　　◯印をつける。）

　第６回 　　第１１回 　第１６回 　第２１回 　第２６回 　第３１回 第３６回 第４１回

　第７回 　　第１２回 　第１７回 　第２２回 　第２７回 　第３２回 第３７回 第４２回

　第８回 　　第１３回 　第１８回 　第２３回 　第２８回 　第３３回 第３８回 第４３回

　第９回 　　第１４回 　第１９回 　第２４回 　第２９回 　第３４回 第３９回 第４４回

　第１０回 　　第１５回 　第２０回 　第２５回 　第３０回 　第３５回 第４０回

 　注：各記入事項は、連盟内規に基づく選考及び表彰文記載の資料とするので、正確

　　　 及び明瞭に記述されたい。

９

　付紙第３

連盟表彰（感謝状・顕賞）推薦書

所属部隊

（昭和　　年　　月　　日）

入隊年月 　　昭和　　　　年　　　　月　入　隊　（感謝状推薦者のみ）

（感謝状推薦者のみ）
定年退職後のご住所：

部課等名

ふりがな

階　級 氏　　名

（昇任年月） （　　年　　月）



チーム名

階級氏名

電話番号

順位 性別 段位 氏名 ふりがな 年齢 参加回数 出身校

監督

団体戦１

団体戦２

団体戦３

団体戦４

団体戦５

団体戦６

団体戦７

個人戦

個人戦

個人戦

個人戦

個人戦

個人戦

※注 1、チームの編成は、オーダー表提出時をもって決定とする。
２、参加申込み書のメンバー変更は、細部通知の変更届でお願いする。
３、参加回数は、本大会を含んだ数を記入されたい。
４、プログラム記載のため、正確に明記記入されたい。
５、出身校は略記されたい。

第４４回全国自衛隊剣道大会参加申込書

事務担当者所属



チーム名：

代表者氏階級： TEL　（８－ 　　）

個 ×５００円

￥

個 ×５００円

￥

＊　大会勤務員には連盟から弁当が出ますので、その分を除いた数を

　記入して下さい。

＊　料金については、受付時に徴収します。

昼食（有料弁当）希望表

２月２３日（昼食）

２月２４日（昼食）

１１

付紙第５



 １２

　新　所　属　住　所

新駐屯地・基地名

付紙第６

取得年月日

６　段　以　上　昇　段　者　届　出

　〒　　　-　　　

　　℡　８　-   　 -

　　所　属　住　所

大会審判要員所属変更届け（６段以上）

年令

　〒　　　-　　　

　新　所　属　部　隊（長）

氏　　　名

（生年月日）

段　位

称　号 取得年月日

　〒　　　-　　　

　　℡　８　-   　 -

　〒　　　-　　　

　〒　　　-　　　

　　℡　８　-   　 -

　　℡　８　-   　 -

　　℡　８　-   　 -

　〒　　　-　　　

取得年月日

取得年月日
　　所　属　部　隊（長）
　　℡　８　-   　 -

氏　　　名

（生年月日）
年令

段　位

称　号

　〒　　　-　　　

　〒　　　-　　　

　　℡　８　-   　 -

　〒　　　-　　　

　　℡　８　-   　 -

　　℡　８　-   　 -



全自剣道大会給食依頼 １３」
付紙第７

H３１年２月１８日～２月２５日（朝）まで

区分 ユ ア

幹部

営外曹・士

営内曹・士

合計

区分

幹部

営外曹・士

営内曹・士

２月２３（土） ２月２４（日） ２月２５（月）

ア ヒ ユ ア ヒ

２月１９（火） ２月２０（水） ２月２１（木） ２月２２（金）

合計

ア ヒ ユア ヒ ユ ア ヒ ユア ヒ ユ ア ヒ ユ

２月１８（月）



１
全 自 剣 業 第 １ 号
３０． １０． １

関係者各位 殿

第４４回全国自衛隊剣道大会委員長

大会参加に伴う細部連絡事項について（連絡）

標記について、別紙のとおり連絡しますので関係事項の周知徹底をお願いする。

添付書類：別紙「細部連絡事項」
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別紙

（１）

（２） 個人戦

　（１）　平成３１年２月２３日（土）

　　　　  ０９００　選手集合完了 　　　　０８００　親善稽古開始

　　　　　０９３０　開会式 　　　　０８５０　親善稽古終了

　　　　　０９４５　模範演武 　　　　０９３０　団体戦

　　　　　１０００　男子６段以上の部 　　　　１２００　昼食（会長等、役員）

　　　　　１１００　男子５段以下の部 　　　　１４００　試合終了

　　　　　１２００　昼食（会長等、役員） 　　　　１４３０　閉会式

　　　　　１３００　女子の部 　　　　１５００　解散

　　　　　１４００　団体戦

　　　　　１６３０　終了

　　　　　１７００　懇親会（朝霞クラブ）

　　　　のこと。

細　部　連　絡　事　項

１　　試合区分

団体戦

　　　ア　男子６段以上の部

　　　イ　男子５段以下の部

　　　ウ　女子の部

２　　大会日程

（２）　平成３１年２月２４日（日）

３　　試合方式

　　　団体戦及び個人戦ともに、トーナメント戦とする。

４　　試合要領等

　（１）　審判

　　　   全日本剣道連盟試合・審判規則及び同細則による。

　（２）　団体戦

　　　ア　チーム編成は、参加申し込みで登録された７名でオーダーを組み大会当日提出

　　　イ　試合は、４分間３本勝負とし、勝敗の決しない場合は引き分けとする。

　　　ウ　チームの勝敗は、勝者数、取得本数の順とする。同数の場合は、代表者による

　　　　１本勝負で、勝敗の決するまで時間を区切らず行う。

　　　エ　代表者は、選手、補欠から選出できる。
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　（4）　その他

　　　　 団体出場制限をしていないため、１５０チームを超えた場合、団体戦、個人戦とも

　　 　試合時間を変更する。

　　　　行うこと。

チーム名 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

朝 先 次 中 副 大

２２㎝
霞 崎 藤 岡 島 関

-12㎝- -12㎝- -12㎝- -12㎝- -12㎝- -12㎝-

　（3）　個人戦

　　　ア　個人戦は、６段以上の部、５段以下の部、女子の部とも、３分間３本勝負とし

　　　　勝敗の決しない場合は、２分の延長１回行いそれでも勝敗が決しない場合は

　　　　判定とする。

　　　ウ　準々決勝以上の延長戦については、時間を区切らず勝敗の決するまで行う。

　（5）　抽選

　　　　　試合組み合わせの抽選は、連盟事務局で行う。

　（6）　選手変更

　　　ア　プログラム記載のため、平成３０年１２月２１日（金）までに変更の届け出を

　　　イ　上記以降の選手変更については、付紙第１「選手変更届け」により受付時に

　　　　事務局に提出のこと。

　　　ウ　選手変更届け出以降の交代は補欠以外認めない。

　（7）　オーダー表の作成、持参及び提出

　　　　　各チームは、次のとおり、オーダー表を作成持参し、平成３１年２月２３日

　　　（土）０９００までに各試合場係長へ提出するものとする。

７２㎝

注：１　チャート用紙を使用されたい。

　　２　記入は枠内に大きく黒書きされたい。

　（７）　ゼッケンの着用要領

　　　ア　同一チーム名若しくは同一部隊名を記入したものを使用のこと。

　　　イ　個人戦出場者のゼッケンに、都道府県名は使用しない。但し、６段以上は

　　　　使用を認める。

　（８）　スポーツ傷害保険

　　　　　極力、加入することが望ましい。

５　　総会及び監督者会議

　（１）　日時

　　　　 平成３１年２月２２日（金）　１４００～１５００

　（２）　場所

 　　　　自衛隊体育学校（球技体育館）



４

 　　　　　平成３1年２月２３日（土）０８５０～０９１０

          平成３1年２月２３日（土）１７００～１８３０

  （１）  宿泊

  　  ア  宿泊  

　　　　　教育・訓練が優先されるので宿泊可能数に制限がある。

　　　　また業務の関係上、部隊からの連盟に対する電話による調整は受付ない。

　　　  用件は、メールにて問い合わせされたい。

　 　info@zenjikendo.org

　（３）　議題

　　　ア　大会全般説明

　　　イ　連絡事項

　　　ウ　その他質疑応答

注：極力参加のこと。

６　　審判員

　（１）　打ち合わせ

　　　ア　日時

　　　イ　場所

 　　　　 大会会場

　　　ウ　内容

           審判長所定

　（２）　服装

 　　　　　全剣連公認服装とする。制服、剣道衣・袴の着用はなしとする。

７　　懇親会

　（１）　日時

　（２）　場所

          朝霞クラブ

　（３）　参加者

          役員、審判員、チーム代表（複数可）その他希望者

　（４）　会費

 　　　　４，０００円（到着時に受付）

８　　宿泊及び給食　　
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      　ので了承されたい。　

　（２）　給食

 　　　　給食については、開催通知に記載のとおり。

　また警衛所の正規のステッカーは２４００までに返納を要するので注意

されたい。

　　　イ  宿泊者はシーツ、枕カバーを持参のこと。外来宿舎では貸し出しを行わない

　（３）　車両

　　  ア　私有車乗り入れは、事前に連絡されたい。

　　   　(私有車の乗り入れは、駐車場及びステッカーの数に制限がある。)

　　 　　※　駐屯地警備規則により、私有車の宿泊は一切禁止となっている。

　　 　　※　部隊のトラック、マイクロバス等の利用をお願いする。

　 　 イ　体育学校玄関前・試合会場体育館玄関前及び外柵警備線沿い全て駐車禁止

　　 　　（事務局で受付時に別途指定する道路上に駐車すること。）
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　　　　　〒１７８－８５０１

　　　　　東京都練馬区大泉学園町自衛隊体育学校

　　　　　　　　　　球技体育館事務室

　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　好章 宛

　尚、郵便での発送はお断りします。

（駐屯地郵政での受領となり運搬が非常に困難なため。）

　（４）　服務規律の維持

　　　　　指揮官は服務規律の維持を図り、卑しくも剣道理念に反する行為の発生を防止し、

　　　　特に次の行為は厳に慎まれたい。

　　　ア　飲酒に起因する事故（営内での飲酒厳禁）

　　　イ　身分証明書の紛失

　　　ウ　ジャージでのＰＸの出入り及び外出時の営門の出入り。

　　　エ　指定場所以外へのゴミ捨て。

　　　オ　ビンや空き缶に、たばこの吸い殻を捨てること。

　　　エ　体育学校内の喫煙場所は、庁舎北側駐車場の喫煙所１カ所のみ。（平日の課業中は不可）

　（５）　携行品

　　　ア　自衛官診療証　　　

　　　イ　外出証（上陸証）等又は営外証明書

　　　ア　会場設営：平成３1年２月２２日（金）０９００～１２００ 各チーム３名以上

　　　　（携行なき場合、営門出入できないので注意）

　　　　朝霞駐屯地に宿泊する他駐屯地等の営内者の外出については、原隊の外出証と

　　　　朝霞駐屯地の外出証の２枚がなければ、外出が出来なくなった。（朝霞駐屯地

　　　　諸規則改正の為）よって、朝霞駐屯地宿泊チームの営内者の外出証を、連盟が

　　　　一括し、司令業務室より借用するので監督は、付紙第２「営内者名簿」を作成

　　　　の上、平成３１年１月２５日（金）までに、メール送信されたい。

　　　イ　会場撤収：平成３1年２月２４日（日）１５３０～　　　　 チーム全員

　　　ウ　紅白目印

　　　エ　団体戦オーダー表

９　　防具等の発送（宅配便のみ）　

１０　　選手団等による大会支援

　（１）　会場設営及び撤収
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          尚、勤務要員については当日の昼食を準備するので、勤務要員分の弁当（有料）

　　※　　チーム・関係者に対して細部連絡事項の徹底をお願いする。

　　　　　徹底が行われない場合は次回の大会開催通知の発送を行わない。

　　　　　　　　

　（２）　大会当日の試合場勤務要員

　　　ア　勤務員については、前回大会の監督会議で決定したとおり、各方面等の責任者

　　　　へ連絡する。

　　　　の申し込みを除くこと。

　　　ウ　大会勤務要員は、指定された時間までに大会本部へ集合されたい。

１１　その他

　（１）　平成３1年２月１９日（火）から事務局は体育学校球技体育館事務室に移る。

　　　　なお、大会参加受付は、原則課業時間内とする。（０８３０～１７１５）

　　　　課業時間外に受付にくるチームは事前に調整されたい。

　（２）　平成３1年２月１８日（月）から大会前日までの間、０８２０～０８３５体育学校

　　　　の朝礼のため敷地内の出入を禁止する。朝稽古を実施する場合は、０８１５以前又

　　　　は、０８４０以降に体育館に出入するようお願いする。

　（３）　大会当日試合場から体校剣道場までを、屋外を裸足のまま移動しているチームを

　　　　散見する。スリッパを持参する等の処置をお願いする。

　（４）　大会両日は昼食のための休憩時間は設けない。

　（５）　竹刀計量

　　　　　平成３1年２月２２日（金）１５００～１７００（試合会場内）

　　　　　平成３1年２月２３日（土）０７００～０９００（試合会場内）

　（６）　竹刀計量で、柄を水で濡らしたり、異物を入れたりの行為を発見したならば、

　　　そのチームを出場停止とする。

　（７）　監督の服装は、制服、剣道衣・袴又はネクタイ着用の服装とする。
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付紙第１

監督名 （℡）

№ №
参加
回数 出身校

１ １

２ ２

３ ３

４ ⇒ ４

５ ５

６ ６

7 7

選手変更届４４回大会用

チーム名

（変更前） （変更後）

氏　名　　 階級

６段以上 ６段以上

５段以下 ５段以下

女子の部 女子の部

段位 氏 名 階級年齢
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付紙第２

チーム名

代表者：階級　　　　　　　氏名

連番 部隊名 階級 氏名
外出証
番号

　備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

営　内　者　名　簿


