
令和４年度 全国高等学校剣道大会 東京都第１支部予選会 

 

１．主催・主管  東京都高等学校体育連盟剣道専門部 

         東京都高等学校体育連盟剣道専門部 第一支部 

 

２．日  時  令和４年５月１５日（日） 

           女子 ９時００分  開場・受付開始       男子 １２時３０分 開場・受付開始 

               ９時４５分  開始式                    １３時１５分   開始式 

            

３．会  場   都立蔵前工業高等学校     東京都台東区蔵前１－３－５７ 

 

４．竹刀検量について  各校にて実施し、大会当日受付時に「竹刀検量確認書」を提出する。 

 

５．選抜方法    個人戦 支部予選申込人数をもとに東京都高体連剣道専門部競技委員会より 

割り当てられた人数を、都予選に出場させる。 

団体戦 支部予選申込校数をもとに東京都高体連剣道専門部競技委員会より 

割り当てられた校数を、都予選に出場させる。 

 

６．試合方法   団体 男・女別１校１チーム（正５ 補２）によるトーナメント方式（４分３本勝負） 

           個人 男・女別（１校４名以内）によるトーナメント方式（４分３本勝負） 

 

７，試合及び審判規則     全日本剣道連盟の各規定並びに高体連申し合わせ事項および新型コロナウィルス感染症が 

収束するまでの暫定的な試合審判法による 

 

８．審判員    本高体連剣道専門部の審判員による。 

           「審判打合せ」を９時３０分より体育館ステージ上にて行います。 

          審判員の服装は、上着なし、半袖ワイシャツ・ネクタイ着用とします。 

 

９．その他      ･大会参加にあたり、東京都高体連剣道専門部 HP内の「東京都高体連剣道専門部コロ 

ナウィルス感染防止のためのガイドライン」を熟読したうえで参加をお願いいたします。 

・大会当日、引率責任者は必ず受付をして下さい。受付時に大会申込書・オーダー表・「東 

京都高等学校体育連盟主催事業における参加同意書等の確認書」・「竹刀検量確認書」 

の提出をお願いいたします。 

・会場内での食事は禁止させていただきます。 

・ウォーミングアップは出来ません。 

・Web申込を忘れることのないよう、お気をつけください。 

        ・会場校に迷惑がかかることがないよう、各校配慮をお願いいたします。 

           （靴袋持参・ゴミの持ち帰り・忘れ物をしないなど） 

 

 

第一支部長 日本大学第一高等学校 

   前島 伸彦 



 令和４年度 全国高等学校剣道大会 東京都第２支部予選会  

日時：令和４年５月１５日（日） 

   男子 ８時００分 開場   ８時４５分 開始式  

   女子 １２時４５分開場   １３時３０分開始式  

会場：郁文館高等学校  

 

※ウォーミングアップは行いません。 

※選手は必ず「面マスク」と「マウスシールド」を着用してください。そ

れがないと試合に出場することができません。 

※会場内での食事はできません。 

※休憩中、待機中も必ずマスクを常に着用してください。 

※竹刀検量は行いませんので、各校は必ず「竹刀検量確認書」を支部予選

当日に提出してください。 

※高体連 HP にあります「参加同意書の確認書」も大会当日、提出をして

ください。 

上記においてガイドブックに詳細が記載されているものもありますので、

支部予選当日までに各校は必ずガイドブックを熟読しておいてください。 

 

 

全国高等学校剣道大会東京都第二支部予選会についてご不明な点がある場

合は以下までご連絡ください。 

 

第二支部長 

日本大学豊山高等学校 

福田亘宏 

fukuda.nobuhiro@nihon-u.ac.jp 



令和 4 年度 全国高等学校剣道大会 東京都第 3 支部予選 

 日時：令和 4 年 5 月 15 日(日) 

 役員・補助役員  8：15  集合 

   男子        8：30 開場     9：30 開始式 

 女子       13：00  開場    14：00 開始式 

  会場：晴海総合高等学校 

 

 ※ウォーミングアップは行いません。 

 ※選手は必ず「面マスク」「マウスシールド」を着用してください。着用していない 

場合は，試合に出場することができません。 

 ※会場内での食事はできません。 

 ※休憩中・待機中も必ず常にマスクを着用して下さい。 

 ※竹刀検量は行いませんので，必ず各校で検量し，支部予選当日に 

「竹刀検量確認書」を提出してください。 

 ※大会当日，参加選手は高体連 HP にあります「参加同意書」を引率責任者に 

提出し，引率責任者は「参加同意書の確認書」を受付で提出してください。 

 

上記においてガイドブックに詳細が記載されているものもありますので，支部予選 

当日までに必ずガイドブックを熟読しておいてください。 

 

全国高等学校剣道大会東京都第三支部予選会についてご不明な点がある場合は

以下までご連絡ください。 

 

第三支部長   正則学園高等学校   益子佳也     

y.mashiko@seisokugakuen.ac.jp 



令和４年度 全国高等学校剣道大会都予選 第四支部予選 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４年５月１５日（日） 

            男子  8：00 開場   8：45 諸注意・試合開始 

女子 12：30 開場  13：30 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      個人戦・・・男・女１校４名以内によるトーナメント方式（４分３本勝負） 

団体戦・・・男女共１校１チーム（正５・補２）によるトーナメント方式 

                   （４分３本勝負） 

 

５．参加資格      ガイドブックの「試合参加上の諸注意」を参照する。 

 

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、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） 

            ②参加同意書等の確認書（生徒の同意書は各顧問の先生で保管する） 

            ③竹刀検量確認書 

            ③オーダー表（団体・個人）（ガイドブックの 13・14 ページを熟読し作成する） 

            ④新規個人登録領収書（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 4 年 5 月吉日 

顧問・生徒各位 

第５支部長 川﨑 貴之 

 

令和４年度 全国高等学校剣道大会 

東京都第５支部予選会（個人戦・団体戦） 
  

期 日    ：５月１5 日（日） 

開場・受付開始：男子 8 時 0０分・女子 12 時 00 分 

開始式    ：男子 8 時 45 分・女子 12 時 45 分 

会 場    ：杉並学院高等学校 体育館  

中央線・総武線・東西線  

高円寺・阿佐ヶ谷駅徒歩１０分 

 

【会場使用について】 

住宅街にあり、学校として美化の行き届いた会場です。以下徹底ください。 

○教員共に靴袋を持参すること。 

○開場前の来校、及び駅での待ち合わせをしない。 

○当日の問い合わせは杉並学院高校（栗原先生・電話 03-3316-3311）までお願いします。 

〇車での来場は出来ません。審判・役員の駐車については必ず事前に会場校栗原先生 

へ連絡お願いします。（付近にコインパーキング有り） 

○ごみ箱は設置しませんので、ごみは全て持ち帰ること。 

【注意事項】 

○団体戦終了後に個人戦を行いなます。個人戦のみ出場する選手も開始式へ参加してくださ

い。 

○朝一番に選手・顧問の受付を必ずして下さい。無観客です。 

○監督は審判員に準じた服装で、監督章を必ず左胸につけて下さい。 

○無観客となります。選手・監督・顧問・役員以外は会場に立ち入ることが出来ませ

ん。 

○ウォーミングアップは行いません。 

○会場内は水分補給以外飲食禁止です。 

○選手は必ず『面マスク・マウスシールド』を着用しなければ出場できません。 

○大会参加申込書・選手短冊・参加同意書確認書・竹刀検量確認書に不備がないように当日

提出してください。 

○東京都高体連剣道専門部 HP・ガイドブックを熟読しておいてください。 

○その他の問い合わせは、國學院大學久我山高校（川崎・電話 03-3334-1151）までお願

いします。 



全国大会都予選第６支部予選について 

 

期日 令和４年５月１５日（日） 

場所 国士舘高等学校 ３Ｆアリーナ 

開館時間 ８；００（早い時間にはこないでください） 

女子８：３０集合    

男子１２：００集合   

 

【注意事項】 

  

 ◎目印は各校で準備してください。 

◎引率責任者と選手は受付を必ず行ってください。（引率責任者不在の場合は

出場できません） 

◎車でのご来場はご遠慮ください。 

◎靴袋は各校、各自で用意してください。（靴をそのままで入館しないように） 

◎貴重品は各校で管理し紛失・盗難にあわないようにしてください。 

◎監督者は審判に準ずる服装で、監督章を必ず付けてください。 

◎ガイドブックの「試合参加上の諸注意」「全国高体連申し合わせ事項」をよ

く読み、名札等の不備がないよう注意して、円滑に試合進行するように努める

こと。 

◎選手は必ず「面マスク」と「マウスシールド」を着用してください。それが

ないと試合に出場することができません。 

◎ 「大会参加申込書」「オーダー表」「参加同意書の確認書」を支部予選当日

に提出してください。また、竹刀検量は行いませんので、各校は必ず「竹刀検

量確認書」も支部予選当日に提出してください。  

 

 

全国高等学校剣道大会東京都第６支部予選会についてご不明な点がある場合

は以下までご連絡ください。 

 

第６支部長 

駒澤大学高等学校 

    近藤 実 



 
 令和４年５月２日 
各高等学校長殿、同剣道部顧問殿 
 東京都高等学校体育連盟剣道専門部 
 部 長      野村 公郎 
 第７支部長 大庭 知久 
 
         令和４年度全国高等学校剣道大会東京都予選 
 第７支部予選会要項 
 
１．主  催   東京都高等学校体育連盟剣道専門部 
 
２．日  時   令和４年５月１５日（日）    

女子 開場・受付 ８時１５分 
             開始式   ９時１５分  （審判会議  ８時５０分） 

男子 開場・受付 １２時１５分 
             開始式   １３時００分 
 
３．会  場   都立松が谷高等学校 体育館 
         八王子市松が谷 1772 
         交通手段  京王相模原線堀之内駅 徒歩１５分 

      多摩都市モノレール松が谷駅 徒歩１５分 
      京王線・小田急線・多摩都市モノレール 
                    多摩センター駅２０分 

 
４．試  合   個人・団体ともトーナメント方式 
         各ブロックを勝ち抜いた学校（個人）が都大会の出場資格を得る 
          ㊟ シード校と予選通過校が秋季大会のⅠ部に出場となります 
 
５．試合及び   全日本剣道連盟の各規則・細則及び高体連の申し合わせ事項、新型コロ   
  審判規則   ナウイルス感染症が収束するまでの暫定規則による 
 
６．その他    ・引率責任者不在の学校、感染症対策ができていない選手は、大会に参加

できません。 
          ・無観客で行いますので、選手・監督（引率教員）以外は入場できません。 
        ・受付時に申込用紙、オーダー表、追加の個人登録の領収書、参加同意書、

竹刀検量確認書を提出してください。 
        ・必ず靴袋を各自で持参してください。 



令和４年度 全国高等学校剣道大会 個人・団体 

東京都第８支部予選会 

 

日時：令和４年５月１５日（日） 男子受付 8：30～ 開始式 9：15 

                女子受付 12:45～ 開始式 13:30 

 

会場：東京都立上水高等学校 体育館 

 

注意事項 

①面をつけてのウォーミングアップは行えません。 

 

②面シールド、マスクの2点が着用できない場合、失格となり出場できませ

ん。 

 

③会場校敷地内での食事は厳禁です。 

 

④試合終了後は速やかに帰宅してください。会場内での観戦、応援はできませ

ん。 

 

⑤休憩中、待機中においてもマスクは必ず着用してください。 

 

⑥「大会申込書（団体・個人別）」  

「竹刀検量確認書」  

「参加同意書の確認書」  

「団体戦オーダー表（模造紙半分の大きさ）」  

「個人登録申請書（今大会から新たな個人登録者がいる場合）」  

 

以上の書類を当日受付で提出してください。不備があった場合、失格となり 

大会に出場することはできません。 

 

⑦その他ガイドブックを熟読し大会に参加してください。 

 

⑧予選会は無観客で行います。選手・引率以外の敷地内の入場はできません。 




