
令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第一支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

 

２．日  時      令和２年１２月２７日（日） 

            午前   ８：００ 開 場 ～ 午後１７：００ 終了予定 

            ※午後開催になる場合には、支部長から参加校に連絡します 

 

３．会  場      東京都立両国高等学校 

            墨田区江東橋１－７－１４   ℡ ０３-３６３１-１８１５ 

 

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

 

５．参加資格      １、２年生のみ 

 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による 

 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による 

 

８．注  意      ・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと 

            ・本大会は無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること 

             

９．当日、提出するもの ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 

            以 上 

 

第一支部長 足立学園高等学校 山崎智彦 



令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第２支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

２．日  時      令和２年１２月２０日（日） 

            女子 ８：００開場   ９：００開始 

            男子 １２：３０開場  １３：００開始 

            ※申込状況によっては、上記時間が変更になる場合があります。その場合には参加

校に支部長から連絡をさせていただきます。 

３．会  場      東京都立向丘高等学校   （文京区向丘１―１１－１８）   

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式（敗者復活戦なし） 

②フリーオーダー制のため、試合ごとのオーダーの変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

５．参加資格      １、２年生 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による。 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による。 

８．注  意      ・大会当日、会場入口でも検温を行うが、選手監督は必ず当日朝に検温を行い、

37.5 度以上の発熱がある場合には外出を控える。監督・引率の発熱が当日認めら

れた場合、各校で早急に代理を立てる。 

・高体連ＨＰに記載されている本大会における感染防止対策に関するお知らせを必

ず確認し、内容を理解・遵守したうえで大会に参加すること。必要書類等あり。 

・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと。 

            ・本大会は無観客で行うため、各校選手と監督１名以外は入場できない。 

・各校引率者並びに生徒など全員必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場で

きない。 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること。 

９．当日提出するもの  ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をする学校のみ） 

            以 上 

 

第２支部長 日本大学豊山高等学校 福田亘宏 

０３－３９４３－２１６１ 



令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第三支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

 

２．日  時      令和２年１２月２０日(日) 

            女子  8:30 開場 9:00 監督・審判会議 9:25 開始式 

            男子  12:30 開場 13:00 監督会議 13:25 開始式 

            ※変更する場合は、支部長より電話連絡いたします。 

 

３．会  場       東京都立晴海総合高等学校体育館  
                   中央区晴海 1－ 2－１    電話  0 3（ 3 5 3 1） 5 2 0 1  
 

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

 

５．参加資格      １、２年生のみ 

 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による 

 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による 

 

８．注  意      ・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと 

            ・本大会は無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること 

             

９．当日、提出するもの ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 

            以 上 

 

第三支部長 正則学園高等学校 益子佳也 



令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第四支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

 

２．日  時      令和２年１２月１３日（日） 

            女子  8：00 開場   9：00 諸注意・試合開始 

男子 12：30 開場  13：00 諸注意・試合開始 

（審判会議 8 時 30分） 

３．会  場      芝高等学校 港区芝公園 3-5-37 

東京メトロ日比谷線「神谷町」下車 5 分／都営三田線「御成門」下車 10 分 

 

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５・補２）によるトーナメント方式 

②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

 

５．参加資格      １、２年生のみ 

 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による 

 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による 

 

８．注  意      ・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと 

            ・本大会は無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること 

             

９．当日、提出するもの ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 

            以 上 

 

第四支部長 広尾学園高等学校 田辺 剛人 



令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第五支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

 

２．日  時      令和２年１２月２０日（日） 

            午前 女子の部 ・ 午後 男子の部 

            ※12月 1日以降に高体連 HPで第 5支部タイムスケジュール・ガイドラインを 

掲載しますのでご確認ください。 

 

３．会  場      新渡戸文化高等学校  中野区本町 6-38-1   ℡ 03-3381-0408 

 

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

 

５．参加資格      １、２年生のみ 

 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による 

 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による 

 

８．注  意      ・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと 

            ・本大会は無観客で行うため、選手・監督・審判・役員以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること 

             

９．当日、提出するもの ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 

            以 上 

 

第五支部長 國學院大學久我山高等学校 川崎貴之 



令和２年度 東京都高等学校新人剣道大会 第６支部予選会 実施要項 

 

１．主  催      東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

 

２．日  時      令和２年１２月２０日（日） 

            集合時間 女子 午前 ８：３０ 

                 男子 午後１２：３０ 

 

３．会  場      国士舘高等学校 体育館 

            世田谷区若林４－３３－２－１  ℡ ０３-５４８１－３１３４ 

 

４．試合方法      ①男女共１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

③代表戦の出場選手は当該試合出場者のうちの任意の１名 

 詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

 

５．参加資格      １、２年生のみ 

 

６．試合及び審判規則  全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事項による 

 

７．審 判 員      本高体連剣道部の公認審判員による 

 

８．注  意      ・引率責任者不在のチームは大会に参加できない。 

            ・大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付を行うこと 

            ・本大会は無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 

            ・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場すること 

             

９．当日、提出するもの ①大会申込書（提出のない場合や公印がない場合は出場できない） 

            ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③オーダー表（ガイドブックの１２ページを熟読し作成する） 

            ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 

            以 上 

 

第６支部長 国士舘高等学校 碓氷好一 



令和２年度  東京都高等学校新人剣道大会第七支部予選会  実施要項 

 
 
１ 主催        東京都高等学校体育連盟剣道専門部  
   
２ 日時        令和２年１２月２７日（日）   

女子   ８時００分 開場         
９時００分 諸注意・試合開始  

                 男子  １２時３０分 開場 

             １３時３０分 諸注意・試合開始 

                      （審判会議８時３０分） 

 
３ 会場        都立八王子東高等学校  
                 八王子市高倉町６８－１ 

             ０４２－６４４－６９９６ 

    
４ 試合方法    ①男女共に１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

        ②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

        ③代表者戦の出場選手は当該試合出場者のうち任意の１名 

         詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

                
５出場資格     １、２年生のみ 

 
６ 試合及び    全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事審

判規則   項による  
 
７ 審判員      本高体連剣道専門部の公認審判員による  
 
８ 注意    引率責任者不在のチームは大会に参加できません. 

          大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付をして下さい。 

        本大会ほ無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できません。 

         必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できません。 
        ※当日、提出していただくもの 
         ① 大会申込書 
         ② 健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管して下さい） 
         ③ オーダー表 
         ④ 個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ） 



令和２年度  東京都高等学校新人剣道大会第八支部予選会  実施要項 

 
１ 主催        東京都高等学校体育連盟剣道専門部  
２ 日時        令和２年１２月１３日（日）   

女子   ８時００分 開場         
９時００分 諸注意・試合開始  

                 男子  １２時３０分 開場 

             １３時３０分 諸注意・試合開始 

                      （審判会議８時３０分） 

        ※当日の時間については、申込状況によって変更する場合がございます。 
         変更の場合はホームページに掲載させていただきます。 
３ 会場        都立多摩工業高等学校  
                 福生市熊川２１５  ０４２－５５１－３４３５ 

        ＪＲ・西武「拝島駅」下車徒歩１５分 

４ 試合方法    ①男女共に１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式 

        ②試合ごとのオーダー（試合順序）の変更は自由 

        ③代表者戦の出場選手は当該試合出場者のうち任意の１名 

         詳しくはガイドブック１３・１４ページ参照 

５出場資格     １、２年生のみ 

６ 試合及び    全日本剣道連盟の試合審判規則、同細則及び高体連申し合わせ事審

判規則項による  
７ 審判員      本高体連剣道専門部の公認審判員による  
８ 注意    ・本大会は無観客で行うため、選手と監督１名以外は入場できない 

・必ずマスク着用のこと。マスク未着用者は入場できない 
・竹刀計量は行わないが、竹刀不備がないか必ず確認して試合に出場する

こと 
・引率責任者不在のチームは大会に参加できません. 

           大会当日、選手代表者・引率責任者は必ず受付をして下さい。 

        ※当日、提出していただくもの 

        ①大会申込書  ※提出のない場合や公印が無い場合は出場できま 

せん!! 

        ②健康確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管して下さい。）

③オーダー表 ※ガイドブックの12ページを熟読し、作成してく 

         ださい。 

        ④個人登録申込書（追加個人登録をした学校のみ）    以上 

 
第八支部長 拓殖大学第一高等学校 中澤亘 




