
令 01部会発第 2号-1

第 31回東京都杖道大会要項及び要領

1 趣 11:全 |1本剣道連盟杖道の普及の徹底を期すため、 |1頃 の稽 占の成果を競い合 う大会であり、体

得 した技量 た気塊を助長させることにあるこ また、各地域より、参加 した選 手間の親睦を

深める場 とし、 1)っ て1丈 i首 の発展を期するものであるこ

2.期 |」 :令和 (「)1年‐7 Fl l :31」 (土) /1前‐
911寺 3()`)開 始

3.会場 :東京武道館 大武道 1ノ 吉  1東 京都足立区綾瀬 3-2()-1 電話 03(5697)2111
東京メ トロ千代 田線 綾瀬駅東口より徒歩 5分

l li催 : 般財団法人東京都剣道連盟、主管 :東京都剣道連盟杖道部会

5.後援 :東京者|`(中 請中)、 東京武道館 (中 請中)、 東京新聞 。東京中ロスポーツ (中 請中)

6.||1場 選 丁占i41''各

:

(l)〕巽「
1は 当杖道部会の所風会員であろ二■、[注 ・ 2019年 度年会費納人済であること.]

(2)」奇 |=県 、 ~「 葉県、茨城県、長野県、栃 本県、神奈川県、新潟県、 111梨 県の各剣連杖道部会会員

|ェ 参力|1可
=

1131 1ガ
|′ 、 女 l′ 、年齢、1厳 業げ)|lill限 11設 |す ない¨

7.|||セ、1上  :全 _狙 0■_∠L5_」上20_■L工旦D_ル lr、 1丈 i■ 部会中込様式により、

郵送または I・

｀axでヽ
ド記′、中込みをお願い し́ます「

T~135--0(D07

東京都江東区新大橋 1丁 目 7-5-2405 堀井 侃方

東京都剣道連盟杖道青|`会  宛 TEL&FAX (03)5600-8660
8 参加||の 納 入 :参加料 人ヽ 3000円  を各団体毎 一括 、規定期 目迄に杖道部会郵便 口座 に振 り

込んで 下さい,そ の際、納 入明細書 を郵送または Faxし て下 さいハ

郵使「」昨 1 記号 1()02()番 弓‐86405791 堀井 侃 (ホ リイ ツヨシ)

イ|」りi:  〒 1135- 0()()711i束 ||て̂ ,折 人1喬 1 1‐ 卜|′ F‐-5  2405

1)組合せ : 大会準備委員会において、抽選を行い、決定づる。

10.試合、審判及び試合方法 :

(1)今 日本剣道連盟杖道試合・審判規則、別紙大会要領で行 う。

(2)7段 、6段、 5段、4段、 3段、 2段、初段、 1級以下の 8ク ラスで各段級別個人 (2人 1組 )

優勝試合を行 う。

(3)試合は、 トーナメン ト方式により行 う。

(4)出場選手に参加賞を贈る。

11.表彰 :  (1)各 段級毎の 1位、 2位に賞状及び賞品を授与する。

(2)出場選手に参加賞を贈る。

(3)最優秀選手には東京新聞社杯が授与される。

12.傷 害保険 : 主催者は、大会中の出場選手の事故に対 し(大 会会場までの往復途上は含まれない)、

傷害保険を付保するc

９
々

♂



13 試合方法 :(1)あ らか じめ 2人 1組を1由 選に よリ トーナ メン ト方式にて試合を し、各段級位

にて、 1位、2′ 位を決定するt

(2)判定は仕、1丁交代 して勝敗を決める[,

(3)2人 1組の選 手は同段位 とする.

1・1.試合本数 6本
一級以下の部  着杖、水月、引提   (引 提後 仕打交替 )

初段 の 部  着杖、水月、引提、斜面、左貫、物見  (引 提後 仕打交替 )

_段  の 吉|:  水月、引提、斜面、/1i貫 、物見、霞   (斜 面後 仕打交替 )

i段  げ)吉|`  引提、斜面、 /1i員 、物見、霞、太刀落  (左貫後 仕打交替 )

1几1段 げ)書|:  斜面、左貫、物見、霞、太刀落、雷打  (物見後 仕打交替 )

lI段  ′)吉|`  左貫、物見、霞、太刀落、雷打、
~ill眼

 (霞後  仕打交替 )

六段 グヽ 吉|:  物兄、 ||■ 、太刀落、雷打、 ||:眼 、 111溜  (太刀落後仕打交替 )

iftt Jレ 「|:  在、太刀落、市打、正眼、乱留、乱合  (雷打後 仕打交替 )

15_藩 半||サ 法 :(1)審 判彙は、 13名 を以って構成する(1

(2)]券敗は、 13名 の審判員の多数決による。

(3)全剣連杖道審判 |■ の着眼点による。

(4)主審は試合者が開始線の位置についたら「始め」と宣告 して試合を開始させる.

(5)試合の終了と同時に、審判員は起立 し、主審の 「判定」の合図により、二者同

時に意思表示をする_

(61 1:書 |■
i赤 (||)1/,勝 ち・・・・勝負あり|と 宣告する。

16.||ltk i    tll 審 |||lit並 び if tt F)||1場 者は、 実|1道 青、 袴とする。

(2)i試 合者は、貪|1道 着の左胸 |こ ゼ ッケンを必ずつけること。

17 大学対抗団体戦 :

大学対抗 |」

―
1体戦を、 |ヽ

‐
記要領 |「 て ll記 大会の後 11実施する

(1)参加 入学は、「与修大学、東京理科大学、 1上|li舘 大学 とする, 各大学は、先鋒、中堅、大将の

11_}以 ドの者 3名 段付 ||111で lチ ームとし、各大学 A、 B2チ ームを||1場 させることが ||1来 る。

(12)II‐ 1体 戦実施要領 申 し合わせ 事項により実施する。

(3)試合本数は、先鋒、中堅、大将それぞれ 3本 とし、先鋒は着杖、水月、引提、中堅は斜面、

左貫、物 見、大将は霞、太刀落、雷打とするc 先鋒、中堅、大将の順に試合を行 う
=

に1)先鋒、中堅の仕、打の交代は行わず、大将が先鋒、中堅の打太刀を行い、中堅が大将の打太刀

をイ」う (中 堅演武後、仕、打交代 )]

15′1判 定 11イ |:は J)技 量|´ |〔
|」 判断十ろ その他は 11記 藩則ル法に準 じて実施する(

(6)綱 |1体 1上 り‐ グ戦方式 |三 て試合を千J〕 「各ザーーム勝イ数が多いチームが勝 とし、大将戦終了後、

卜1審 II彙 り勝チームが古告される[

(7)リ ー ダ戦衣順位はチーム勝数、 ||「1数の場合は勝者数、更に 1司 数の場合は旗数により決める。

A、 13両 リー ダ戦衣 1仲 |‐ Iろ 優ll券 決定戦を行 う l、 2位のチーームに賞状 と盾が授 与されるG

(8)大学対抗団体戦参加者lrは 、東京新聞

`|■

り奨励賞が授 与される。

(9)参加 |‖ 体は、中込み株式 lfよ り郵凛 ltた は
「

AXし 、参加料は各 1チー ム 3000円 とする.

部会郵便 口座に振 り込みの うえ、納入明細書を送付願います。 出場選手には参加賞を贈る。

以上

3


