
第３７回中国中学校剣道選手権大会要項 

 

１ 目  的  本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広く剣道実践の機会を与え、技能の向
上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成すると
ともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催 中国中学校体育連盟   岡山県教育委員会   倉敷市教育委員会 

中国地区剣道連盟 
 
３ 主  管 岡山県中学校体育連盟  岡山県中学校体育連盟倉敷支部  (一財)岡山県剣道連盟 
 
４ 後  援 岡山県中学校長会  (公財)岡山県スポーツ協会  山陽新聞社 
 
５ 会  期 令和３年８月５日(木) 
 
６ 日  程 ８月５日（木） 

（１）受 付   ７：３０～ 
（２）開始式   ９：００～ 
（３）競 技    ９：４０～ ①個人戦 ②団体戦 
（４）終了式   １５：３０～ 
   ※開会式、閉会式及び表彰式は行わない。 

 
７ 会  場 水島緑地福田公園体育館 

〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田 1027番地 
TEL (086)455-1078 

練習会場 水島緑地福田公園体育館 
      ８月４日(水) １３：３０～１６：００（体育館） 
      ８月５日(木)   ７：３０～ ８：４０（体育館） 

 
８ 参加資格 （１） 参加者は、各県中学校体育連盟の学校に在籍し、学校教育法第１条にもとづく当 

該中学校生徒であること。 
（２） 年齢は、平成１８年４月２日以降に生まれたものに限る。 
（３） 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各県中 

学校体育連盟を通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。 
（４） 学校教育法第１３４条の各種学校(１条校以外)に在籍し、各県中学校体育連盟の 

予選会に参加を認められた生徒であること。 
    参加資格を得た各種学校は、別に定める条件を具備すること。 
    詳細は「令和３年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」を 

参照のこと。 
（５） 各県中学校体育連盟主催の競技大会において、中国大会参加資格を得たチームま 

たは個人とする。 
（６） チーム編成は一校単位で編成されたものとする。 
（７） 夏季大会に限り、同一年度内の参加は全種目を通じて一人一回とする。 
（８） 個人戦は（５）の項の個人戦の部より選抜されたものとする。 
（９） 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。 

但し、中国中学校選手権大会の個人競技の参加について、校長・教員・部活動指導員が 
引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「中国中学校選手権大会引率細 
則」により、校長が引率者として承認した外部指導者の引率を認める。その際には、所定 
の書類を実行委員会に提出すること。 
なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 

（※１→ここでいう部活動指導員は学校教育法施行規則第 78条の 2に示されている者） 

 （10） 本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コー 
チ）、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任 
命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとしている。校長 
はこの点を確認して大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等 
に対する指導処置を受けていないこととする。 

（11） 個人情報の取り扱い(利用目的) 
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、中国中学校体育連盟個人 

情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。取得し 
た個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作 
成・ホームページ・掲示板・報道発表（記録集）等、その他競技運営及び競技に必 
要な連絡等に利用する。 

 
 
 

 
 
 



 
９ 大会負担金 

 
（１） 登録選手一人につき、２，０００円とする。 
（２） 納入方法は、各県中体連事務局の指示による。 
（３） 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。 

  
10 参加制限 （１） 団体戦の部 男女とも各県２チーム、開催県４チーム 

（２） 個人戦の部 男女とも各県８名、開催県１６名 
（３） 団体戦は男女とも監督１名・選手５名・補員２名の計８名とする。ただし、選手 

は３名以上であれば出場を認める。３名の場合には先鋒・中堅・大将とし、４名の
場合には先鋒・中堅・副将・大将とする。 

 
11 競技規則 （１） （公財）全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則・細則」及び「主催大会実施にあ

たっての感染拡大予防ガイドライン（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・審判方法）」、（公財）日本中学校体育連盟「剣道部申し合わせ事項」
による。 

（２） 中国中学校剣道選手権大会参加要項により実施する。 
（３） 竹刀検量を行う。（２日間行い、修理・修復不可能な竹刀は大会終了時まで預か

る。） 
 
12 競技方法 （１） 団体戦 

  ア 男女とも３チームを一組とし、予選リーグ戦を行い、その後各組の１位（合計４チーム） 
によるトーナメント戦で１位、２位、３位を決定する。ただし、３位決定戦は行わない。 

    イ 予選リーグ戦 
   a) 予選リーグ戦の試合は３分３本勝負とし、勝敗が決定しない場合は引き分けとする。 
   b) リーグ戦の順位は得点制で決定する。得点は勝ちチームを 1点、引き分けを 0.5 

点、負けを 0点とし、得点、勝者数、取得本数の順で予選リーグの順位を決定する。 
     c) リーグ戦１位が３チームの場合は、任意の代表者による代表者戦を３分３本勝負で行 

い、延長を２分区切りで勝敗が決定するまで行う。その際の試合順序は、予選リーグと 
同様とする。 

     d) リーグ戦１位が２チームの場合は、任意の代表者による代表者戦を３分１本勝 
負で行い、延長を２分区切りで勝敗が決定するまで行う。 

  ウ 決勝トーナメント戦 
   a) 試合は３分３本勝負、勝敗が決定しない場合は引き分けとする。 
      b) 団体戦の勝敗が決しない場合は、任意の代表者による代表者戦を３分１本勝負 

で行い、延長を２分区切りで勝敗が決定するまで行う。 
（２） 個人戦 
  ア トーナメント戦で１位、２位、３位を決定する。ただし、３位決定戦は行わない。 
    イ 試合は３分３本勝負、勝敗が決定しない場合は延長を２分区切りで勝敗の決するま

で行う。 
 
13 表  彰 （１） 団体戦１～３位までの学校および登録選手に中国中学校体育連盟より賞状を授与 

する。また、前々年度優勝校にはレプリカを贈呈する。 
（２） 個人戦１～３位までの選手に中国中学校体育連盟より賞状を授与する。 

 
14 参加申込 （１） 「岡山県中学校体育連盟ホームページ→中国中学校選手権大会→剣道」をクリッ

クし、必要な様式をダウンロードする。 
（２） 団体・個人とも、所定の様式に必要事項を入力して、（４）のアドレスに電子デー

タを送信する。併せて、（４）に送信した電子データ（申込書）を印刷し、校長印を
押印して（５）に郵送する。 

（３） 申し込み期限  データ：令和３年７月２８日（水） 
            申込書：令和３年７月２９日（木） 
（４） アドレス tj21030@kurashiki-oky.ed.jp（倉敷市立玉島北中学校 山本 尚 宛） 
（５） 申込先  〒719-1136  岡山県総社市駅前 1-10-1 

総社市立総社西中学校 手島 貴教 宛 
TEL (0866)92-0317  FAX (0866)94-2837 

 
15 組 合 せ 
 

（１） 個人戦は、令和３年７月３０日（金）主管中学校体育連盟で行う。 
（２） 団体戦は、令和３年８月４日（水）監督会議にて抽選を行う。 

 



16 会  議 （１） 専門委員長会議 ８月４日（水）１１：００～ 
            水島緑地福田公園体育館内 会議室 
（２） 審判会議    ８月４日（水）１３：００～ 
            水島緑地福田公園体育館内 会議室 
（３） 監督会議    ８月４日（水）１４：００～ 
               水島緑地福田公園体育館内 会議室 

 
17 宿  泊 大会出場者（登録選手および引率者）は、必ず大会実行委員会を通じて宿泊申込みを行うこと。 

大会中の連絡等については宿舎を通じて行い、宿泊しないところについては学校に連絡する。 
詳細は、別紙宿泊要項参照のこと。 

 
18そ の 他 （１） 競技中の疾病、傷害については、応急処置をする。 

（２） 個人情報のうち、大会運営上必要である名前、学年、所属については公開する。
また、報道機関に記録の提供を求められた場合は提供する。 

（３） 大会に参加する生徒は、事前に健康診断を受けることが望ましい。 
（４） 参加申し込み後の選手変更は、原則として認めない。 
（５） 監督の服装は白半袖カッターシャツ、エンジのネクタイ、グレーのズボン(スカー

ト)とし、監督章（監督会議受付で配布）をつける。 
（６） 県大会上位校・選手は必ず中国大会へ出場すること。 
（７） 中国大会の競技開催期間は２日間以内となっているが、天候等の関係で順延また

は競技方法の変更もあり得る。 
（８） 万が一、大会が会期内に全く開催できない場合は、別日を設けず中止とする。 
    （詳細は「令和３年度中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」によ

る。） 
（９） 万が一、大会が中止となった場合は、大会負担金は返金する。 

    ただし、全額返金できない場合がある。 
（詳細は「令和３年度中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」によ 
る。） 

（10） 本大会は別添「令和３年度 中国中学校体育連盟 中国中学校選手権大会実施上 
のCOVID-19 感染拡大予防ガイドライン」、「（公財）全日本剣道連盟主催大会実 
施にあたっての感染拡大予防ガイドライン」に従って開催する。 

 
 
 

 
19連 絡 先 （１） 大会開催前 〒719-1136  岡山県総社市駅前 1-10-1 

総社市立総社西中学校 手島 貴教 
TEL (0866)92-0317  FAX (0866)94-2837 

（２） 大会開催中 〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田 1027番地 
水島緑地福田公園体育館内 
大会本部 手島 貴教 
TEL (086)455-1078 

 
 


