
２０２０熊本県高等学校剣道競技大会実施要項 

 

 １ 大会名 ２０２０熊本県高等学校剣道競技大会 

 ２ 主 催 熊本県高等学校体育連盟・熊本県教育委員会 

 ３ 後 援 熊本県剣道連盟 

 ４ 主 管 熊本県高等学校体育連盟剣道専門部 

 ５ 会 場 山鹿市総合体育館 

 ６ 期 日 令和２年７月２６日（日） 午前 ８時００分 受付 

午前 ９時１０分 審判打ち合わせ会議 

                    午前 ９時３０分 開始式   

 ７ 競技規則及び試合方法 

（１） 試合は全日本剣道連盟の「試合及び審判規則」による。 

（２） 個人戦のみトーナメント方式で行う。 

（３） 試合時間は男子・女子とも４分、延長は２分２回まで。勝負が決しない場合は判定とする。 

（４） 全剣連が稽古時に着用を義務づけているもの（「面マスク」または「口鼻用シールド」、「一体型（眼までカバー 

できる）シールド」）の中で、最低一点は必ず着用すること。 

（５） 大会期日までに全剣連のガイドラインが変更になった場合には、新しいガイドラインに準じて競技規則の変更も 

ありうる。 

 ８ 参加資格 

（１） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

（２） 選手は、本連盟加盟校の生徒で、当該競技要項により参加の資格を得たもの。 

（３） 選手は、現３年生のみとし、年齢は、平成１３年４月２日以降に生まれたものとする。 

（４） 参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

（５）  参加選手は、必ず同意書を提出させる。同意書（別紙１－１）は各学校で保管すること。 

（６） その他の事項については、全国高等学校体育連盟規定、九州高等学校体育連盟規定の参加資格に準ずる。 

 ９ 引率・監督 

（１） 引率責任者は当該校の教員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第   

７８条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に

届け出る。 

（２） 監督・コーチ等は校長が認める指導者で、それが外部指導者の場合はスポーツ安全保険（傷害、賠償責任保険等） 

に必ず加入することを条件とする。 

 １０ 個人情報の取扱い。 

       本大会の参加申込書等によって取得した個人情報の取り扱いについては、「熊本県高等学校体育連盟個人情報保護方

針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもって、これらの取り扱いに関して参加者生徒及びその保護者の

承認を得たものとして対応する。 

（１） 参加申込書に記載された個人情報の取扱い。 

ア 大会プログラムへ掲載する。 

イ 競技場内でのアナウンス等による紹介・コールすることがある。 

ウ 競技場内外の掲示板等に掲示されることがある。 

（２） 競技結果（記録）等の取扱い。 

ア 熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある。 

イ 大会報告書、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲載することがある。 

ウ 報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある。 

 １１ 表  彰  上位３位まで表彰する。また、ベスト８進出選手も敢闘賞として表彰する。 

 １２ 申込方法  

（１）県高体連HPより、大会参加申込書等をダウンロードして申し込むこと。 

（２）申込期日 令和２年７月１０日（金）午後４時まで（必着） 

（３）申込先  〒８６１－０５３２ 熊本県山鹿市鹿校通３－５－１ 

             熊本県立鹿本高等学校内 早瀬 雄一  宛   

TEL 0968-44-5101  FAX 0968-44-6899    ＊FAXでの申込は受け付けません。 

（４）申込方法 

①大会参加申込書 ②部員数・指導者調査 に必要事項を記入し、押印の上、各学校責任者が一括して期日までに



申し込むこと。この大会に参加しない学校も出場の有無をお知らせ下さい。尚、②部員数・指導者調査は必ず

提出すること。（全国高体連に報告のため） 

※協力とお願い 

プログラム作成の都合上、①大会申込書 ②部員・指導者調査に押印されたものと同じものを次のアドレスま

で送信してください。なお、その際にはファイル名に下記の（１７ 学校番号）を半角で明記してください。 

例：00（学校名）2020部員数及び指導者調査・00（学校名）2020高校剣道競技大会申込み 

   アドレス：hayase-y@mail.bears.ed.jp  

 １３ 抽選日  令和２年７月１７日金曜日、専門委員会にて行います。 

         場所：熊本武道館会議室 

       公開抽選です。（時間につきましては、早瀬までご一報ください。） 

       なお、組み合わせ結果は、メールアドレスを専門部に連絡済みの学校はメールでお知らせします。 

 １４ 参加料    

    今回は徴収しません。 

 １５ その他 

（１） 高体連の申し合わせ事項を守ること。 

（２） 各チームは紅白の目印を持参する。 

１６ 感染拡大防止に係わる連絡事項 

（１） この大会は「無観客」とし、選手、監督及び引率責任教師しか体育館内に入ることはできない。 

    ただし、全国及び県内の感染拡大状況によっては、入場制限について検討することもある。 

（２） 観客席は、選手の荷物置き場兼待機場所として使用する。「密集」、「密接」を避けるため、各学校の参加人数に 

応じて専門部で指定する。 

（３） 更衣室については「密集」、「密接」を避けること。試合前後のミーティング等においても三つの密を避けること。 

（４） 大会期日までに、大会関係者から新型コロナウィルス新規感染者または濃厚接触者が発生した場合には、大会を 

中止する場合もある。 

（５） 大会当日、監督は「検温確認表」（別紙４）を必ず持参すること。 

（６） 全ての来場者はマスクを着用すること。他の参加者との距離を確保（２ｍ以上）し大きな声での会話や応援は 

   しない。 

（７） 選手は競技をしていないとき必ず着用すること。 

（８） 体育館の出入り口や各試合場には消毒液を設置する。トイレには消毒液・石鹸・ペーパータオル等を設置する。 

   会場内に感染拡大防止のための表示を行い、施設や用具は適宜消毒を行う。空調使用中も適宜換気を行う。 

（９） 水分補給等の飲料については、各自で水筒などを準備すること。ゴミは各自で持ち帰ること。 

（10） メディア関係者は会場入り口で感染防止チェック及び入場者名簿（別紙５）の記入を行う。必ず検温し、発熱者

（37.5℃以上）及び体調不良者の入場は断る。また、取材は指定の場所で行い、２ｍ以上の間隔をとること。 

（11） 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発生した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無

等について報告すること。 

 

【大会までに各学校にお願いすること】 

 

以下の 点を、各学校顧問の先生方で実施して下さい。 

 

① 選手・部員の健康管理、健康観察を行うこと。 

② 選手・監督・役員の健康記録表を（別紙６）を記入し、大会当日提出すること。 

③ 選手・部員に同意書（高体連様式：別紙１－１）を提出させる。（各校保管） 

④ 証明書（高体連様式：別紙１－２）を高体連に提出する。 

⑤ 今後、全剣連のガイドラインが緩和されれば、応援の入場者を制限して入館させることも考慮する。その場合は、

入場者名簿等（別紙３）の書類を提出することとなる。 

 

 今後、内容（書類提出など）が変更になる場合には連絡します。 

 

 

 

mailto:hayase-y@mail.bears.ed.jp


１７ 学校番号 

 

 
番号 学校名 番号 学校名 番号 学校名 番号 学校名 

1 済々黌 21 鹿本農業 41 芦北 61 東海星翔 

2 熊本 22 菊池 42 人吉 62 尚絅 

3 第一 23 菊池農業 43 球磨工業 63 慶誠 

4 第二 24 大津 44 球磨中央 64 熊本国府 

5 熊本商業 25 翔陽 45 南稜 65 マリスト 

6 熊本工業 26 阿蘇中央 46 
 

66 ルーテル学院 

7 熊本農業 27 小国 47 天草 67 熊本信愛女学院 

8 熊本西 28 高森 48 天草工業 68 中央 

9 熊本北 29 御船 49 天草拓心 69 文徳 

10 東稜 30 甲佐 50 天草高倉岳 70 八代白百合 

11 湧心館 31 矢部 51 上天草 71 秀岳館 

12 
 

32 宇土 52 牛深 72 玉名女子 

13 
 

33 松橋 53 天草拓心ﾏﾘﾝ 73 有明 

14 岱志 34 小川工業 54 必由館 74 菊池女子 

15 玉名 35 八代 55 千原台 75 専修大玉名 

16 北稜 36 八代工業 56 九州学院 76 城北 

17 玉名工業 37 八代東 57 鎮西 77 
 

18 
 

38 八代農業 58 真和 78 高専熊本 

19 鹿本商工 39 八代清流 59 開新 79 高専八代 

20 鹿本 40 水俣 60 学園大付属 


