
　その際に参加同意書、竹刀検量確認書を提出して下さい。　

◯入場の際は事故の無いように間隔をあけて整列して係員の指示に従って下さい。

　・入場口・・・役員・補助生徒（１３時〜）　監督選手（１３時３０分～)

◯更衣室・・・　剣道場・更衣室・トレーニング場

◯廊下．ロビー等、使用許可が出ていない場所での素振り他一切の練習を禁止する。

◯試合場１階への入場は役員、選手、監督者、補助生徒のみとする。

◯監督は審判員に準ずる服装で、監督章を必ず付け大会に参加すること。

◯ゴミは持ち帰り、会場内外の美化に心掛けること。

◯貴重品の管理は各自または各学校で責任を持って管理し、紛失や盗難事故等がないようにすること。

◯安全上及び相手への礼儀等によりピアス、ネックレス等の装飾品を付けての参加を禁止する。

◯ガイドブックの「試合参加上の諸注意」「全国高体連申し合せ事項」をよく読み、竹刀・名札等の不備が

　ないように注意して、円滑に試合が進行するように努めること。

◯トイレは清潔に利用し、スリッパ等は常に整理、整頓する事を心掛けること。

※　必ず都高体連剣道専門部のホームページを確認して下さい。

　　　　　　　　　　集合：　       〔役員・補助生徒〕　　午後１時００分
　　　　　　　　　　開場・受付： 午後１時３０分
　　　　　　　　　　開始式：　 　 午後２時３０分　【審判会議：午後１時５０分】

◯引率責任者と選手は受付を必ず行って下さい。引率責任者不在の場合は出場できません。

全国高等学校剣道大会東京都予選（個人・女子）注意事項
東京都高体連剣道専門部　競技委員会

　　　　　　　　　　期日：　       令和４年６月４日（土）
　　　　　　　　　　場所：　       東京都立晴海総合高等学校

本部試合会場図

1

2
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4
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6

入口

入口
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※　女子団体戦の集合時間が、更衣の関係で大会要項記載の時間よりも早くなって

　　いますので、ご注意ください。

1 参加の条件

以下の各項に１つでも該当する選手及び引率者、役員は大会への参加を慎重に検討

して下さい。

① 当日の受付での検温で37.5度以上の体温が検出された場合。

② 「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」に記入された体温が37.5度以上

の場合。

③ 「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」の全てのチェック欄にチェック

がつかなかった場合。

また、以下の各項に１つでも該当する学校は大会に参加することができません。

① 大会当日の受付前に、引率責任者の先生が大会参加者（補助役員の生徒を含む）

から「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」（ホームページよりダウン

ロードする）を回収できない場合。

② 大会当日の受付に、引率責任者の先生が「参加同意書等の確認書」（ホーム

ページよりダウンロードする）を提出できない場合。

③ 引率責任者の先生が大会当日の検温チェックで37.5度以上の体温が検出され、

試合開始時刻までに代替の引率責任者を立てることができなかった場合。

④ 剣道部内で感染者、濃厚接触者が出て※、所定の報告書による報告を剣道専門部

が受けた結果、当専門部が出場不可を決定した場合。

※注  剣道部内で感染者、濃厚接触者が出た場合には報告書をホームページより

ダウンロードし、以下までご一報ください。

tasukete@toksys.org

※注  大会2週間前から大会前日までに感染報告書を提出した学校が大会に参加

する場合は、学校長が参加を許可する旨の文書（A4紙1枚、書式自由）を

大会当日の受付に提出してください。

なお大会直前または大会当日に発熱者が出た場合は、大会当日に状況をお知らせ

ください。この場合状況により大会参加を見合わせていただく場合がありますので

ご了解ください。

2 登録選手が健康チェックシートのチェック欄をすべて満たすことができずに、出場でき

なくなった場合の、特例的な選手補充の措置について

　大会当日までに病気や怪我等のやむを得ぬ事情により選手の補充を申請する場

合にならい、ホームページの大会申込画面上の「選手交代許可願のダウンロード」

ボタンより許可願書式を印刷し、大会当日に競技委員長に提出し、許可を得る。

全国高等学校剣道大会　東京都予選　実施細則



　この場合に限り、交代の人数に制限を設けない。

　また公印の発行が間に合わない場合は、公印なしの許可願を仮に提出し、

公印を押印した正規の許可願を後日提出し直す。

※注　支部予選の個人戦を勝ち上がった選手が本戦に出場できなくなった場合は、

理由の如何にかかわらず、選手の変更はできません。

3 大会当日の健康チェックについて

次の２段階の方法によるチェック体制を設けます。

ア． 大会当日の朝に、引率責任者の先生は大会参加者（補助役員の生徒を含む）

から「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」を回収する。  

 （ホームページより「● 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（EXCEL）」をダウンロードする）

また引率責任者の先生も同じ同意書を記入・保管する。

イ． 大会当日の朝に、引率責任者の先生は「参加同意書等の確認書」を大会

本部に提出することにより、大会参加者の健康チェックを行ったものとする。 

  （ホームページより「● 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（EXCEL）」をダウンロードする）

ウ． 引率責任者の先生は上記の「ア」で回収した「参加同意書　兼　健康管理

チェックシート」を１ヶ月間、各校で保管する。

エ． 大会本部は上記の「イ」で回収した「参加同意書等の確認書」を１ヶ月間、

当専門部事務局で保管する。

オ． 上記の「イ」の「参加同意書等の確認書」の提出がない学校は、大会への

参加ができませんので、ご注意ください。

カ． 「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」及び「参加同意書等の確認書」

は剣道専門部ホームページのトップメニューよりダウンロードして入手して

いただきます。「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」に関して引率

責任者の先生は参加者の数だけコピーをしてお使いください。

キ． 引率責任者の先生が大会当日の検温チェックで37.5度以上の体温が検出され

た場合の措置については、以下の「３．引率責任者の当日の体調不良による

緊急事態の対応について」をご覧下さい。

ク． 大会役員の先生は、「参加同意書　兼　健康管理チェックシート」を記入の

上、大会本部に提出する。

4 引率責任者の当日の体調不良による緊急事態の対応について

　引率責任者の先生が大会当日の検温チェックで37.5度以上の体温が検出された

場合、大会会場にお入りいただくことができません。この場合、該当校は引率

責任者が不在となり、大会に参加することができません。

　このような緊急事態に備え、参加校各位におかれましては、事前に緊急事態が

発生することを想定し、以下の優先順位に沿って代理の引率責任者候補１名を決め、

予め代理候補の方に依頼をしていただきますよう、お願いいたします。



（優先順位１） 剣道部の顧問として加盟登録時に登録がある、他の教諭や非常勤

の先生または剣道部の外部指導員

（優先順位２） 剣道大会の引率者としてふさわしい、剣道部顧問でない、校長、

副校長、教頭を含む教諭、非常勤、講師の先生

（優先順位３） 剣道大会の引率者としてふさわしい、剣道部員の保護者

　上記の緊急事態が発生した場合は、大会当日の受付時に報告をお願いいたし

ます。なお引率責任者の交代は上で述べた緊急事態発生時の特別措置であり、

特段の理由がないにもかかわらず上記の優先順位２、３の方に代理引率を任せて

いることが発覚した場合、当該校は失格となり、出場資格を失いますのでご注意

ください。

5 大会会場への入場に関して

① 当専門部ガイドラインにしたがい、当面のあいだ、大会会場に入ることができる

のは大会役員及び選手、引率者・監督のみとし、すべての試合を無観客、無応援

にて行います。引率者・監督は大会会場に入場することが出来ますが、試合場に

入ることが出来るのは監督章を左胸に着用した先生1名のみとなります。

② 引率者は原則１名としますが、学校の事情により複数での引率を必要とする場合は

大会当日の受付にて口頭により理由を申告してください。

6 大会受付時に提出いただくものについて

① 参加同意書等の確認書 参加する日ごとに１枚

② 竹刀検量確認書 参加する日ごとに１枚

③ 選手交代許可願 （必要がある場合のみ）

（一部の選手が出場できなくなり、選手の交代を補充により行う場合に使用する）

注　選手を補欠要員により補充することで、補欠を追加補充する際にも提出する。

なお、選手、補助役員生徒の皆さんは以下の1点を引率責任者の顧問の先生に

提出して下さい。また引率顧問の先生も同じ書面を記入し1ヶ月間保管して下さい。

④ 参加同意書　兼　チェックシート

7 大会会場使用上の注意

① 指定の時間より前に大会会場に入ることはできません。

（※　集合時間を確認してください）

② 会場に持ち込むことができる飲食物は飲料水のみです。

③ 昼食をとる場所は会場内にはありません。

（除く　午前と午後に試合がまたがる場合）

④ 感染拡大のリスクを極力少なくする観点から、当面のあいだ、大会における

試合前の、剣道具を着装してのウォーミングアップを禁止します。



⑤ 更衣場所を待機場所として利用することはできません。

⑥ 試合に敗退した場合は、その後の他校の試合を観戦することも、大会会場に

居残ることもできません。

⑦ 開会式、閉会式は行いません。表彰は個別に行います。

⑧ その他、剣道専門部ガイドライン（ホームページに掲載）の記載事項をよく

読み、内容を遵守してください。

8 試合審判法、および着装品の暫定的な変更について

① 以下の指針に沿った試合運営となります。参加する選手、引率する先生は事前に

必ずご覧ください。

→ 1 https://www.kendo.or.jp/information/20200406/

（全剣連　新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な

　試合審判法）

2 https://www.kendo.or.jp/information/20210826/

（全剣連　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・審判法運用の質問事項及び解説【最新版】）

② 通常の剣道具に加え、全日本剣道連盟から示された新たな見解に従い、当面の間、

以下の二点を必須の着装品とします。

ア　口と鼻の両方を覆う面マスク（鼻を出すことは不可）

イ　口元をおおうシールド

上記二点の着装が確認されない場合は、選手は試合に参加することができません。

https://www.kendo.or.jp/information/20200406/
https://www.kendo.or.jp/information/20210826/
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⑧関寺 彩乃(日本体育大学桜華)29

b

⑥石田 楓来(日本大学第三)27

⑥中村 和奏(国士舘)28

⑧朝倉 心愛(東海大学菅生)25

⑦井上 萌衣(明星)26

⑧村田 純那(都青梅総合)23

④千葉 みなみ(東海大学付属高輪台)24

①谷 美聡(都深川)21

④日景 絢音(日本体育大学荏原)22

⑦加瀬 純永(八王子実践)19

⑥下澤 咲葵(都小川)20

①竹下 香菜美(都篠崎)17

④松永 明希(広尾学園)18

⑧砂廣 薫奈(聖徳学園)16

⑤

1島田 愛生(瀧野川女子学園)②

2永松 未羽(東京成徳大学)②

菅谷心美(都晴海総合)③

5新田 悠月(都小石川中等教育)②

6

③

9大矢 侑來(桜美林)⑥

10

⑦

4平松 夏子(城西大学附属城西)③

8與座 麗奈(都富士)⑤

瀧川美憂(豊島岡女子学園)③

渡部 月琴(大成)⑦

7

①

14諸橋 名純(都鷺宮)⑤

15竹田 琴音(青稜)④

伊賀 小姫(修徳) 13

a

鳥飼 由莉乃(都光丘)

3今井柚颯(都永山)

11臼倉 鈴乃(淑徳巣鴨)

12

東京都高体連剣道専門部
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36

34

④

31星野 朝(都松が谷)⑦

⑧ 32黒瀬 さつき(都青梅総合)

30松坂 葵(立正大学付属立正)

38⑥

諸岡 暖乃(広尾学園)

33野中 種(八王子実践)⑦

37岡田 香春(東海大学付属高輪台)④

中原 瑠美(淑徳巣鴨)

35米村 紗英(新渡戸文化)⑤

③

稲尾 百香(都北園)②

42

40宮崎 瑞子(東京女学館)

39

③

⑤髙木 優芽(都鷺宮)45

⑧

43櫻井 美姫(都富士)⑤

44太田 和子(東海大学菅生)

④

41大関 菜々(都若葉総合)

松井 結(桜美林)

⑥

小笠原 直子(都小金井北)⑧

①原 ひかり(潤徳女子)46

⑦依田 和華穂(桐朋女子)47

⑤三枝 葵(都光丘)48

③中村 純礼(都日比谷)49

①中村 楓(修徳)50

③瀬尾 七海(都晴海総合)51

壁谷 和佳奈(順天)55

⑥羽吹 ちひろ(駒澤大学)52

⑥久保 このみ(玉川聖学院)53

c

②大山 絵里(都高島)58

d

①秋庭 佑有(都深川)56

⑧石井 天(日本体育大学桜華)57

①佐瀬 恭香(都篠崎)54

②

東京都高体連剣道専門部
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73片岡 理香(東海大学付属高輪台)④

②

②

62中木屋 典里(都上水)⑧

66本多 桃子(都駒場)④

木村 琴埜(都八王子東)⑦

⑦

67

71

65

①

61

72安藤 有沙(都小松川)①

安部 成美(都向丘)

68

⑧

磯崎 葵衣(都高島)

70堀口 渚佐(東海大学菅生)

佐藤 祥子(都篠崎)

69井上 颯季(都昭和)

國安 勇妃(都鷺宮)

⑤菊池 真結佳(國學院大學久我山)74

⑤

59飛永 絢音(城西大学附属城西)③

60鈴木 美裕(学習院女子)③

63前田 芳子(都日比谷)③

64坂庭 奏帆(桜美林)⑥

⑤藤本 美優子(新渡戸文化)75

⑧大越 心(日本体育大学桜華)76

④池田 ののか(広尾学園)77

⑧谷合 優希菜(都青梅総合)78

①韮塚 空歩(都深川)79

③木村 結(淑徳巣鴨)80

久保木 菜央(都松が谷)84

⑥下村 絢香(駒澤大学)81

②西山 小百合(東京成徳大学)82

e

⑤米倉 風薫(都杉並)87

f

①宇山 采花(修徳)85

⑥山下 藍(田園調布雙葉)86

⑥河田 葵(国士舘)83

⑦

東京都高体連剣道専門部
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g h

⑥谷川 亜沙美(駒澤大学)114

①奥 綾乃(都江戸川)115

⑤川原 春香(文化学園大学杉並)108

⑥

⑦君村 優茉(都松が谷)116

③中村 明優(都千早)111

⑧嶌﨑 天樺(日本体育大学桜華)112

⑧香月 美紅(東海大学菅生)113

戸田 花音(都小川)⑥

浦部 優月(大東文化大学第一)103

齋城 咲妃(都光丘)104

松本 深愛(新渡戸文化)105

⑥

89広川 愛珠(十文字)③

① 90岩佐 京香(修徳)

88進藤 陽菜(桜美林)

④

渡邊 陽夏(東洋大学京北)

93塚田 奈那(都富士)⑤

②

田中 葵(都向丘)②

94

92

⑦

村中 和花(都青梅総合)

棚橋 志帆(学習院女子)③

98上田 千桜子(八王子実践)

97

⑦

96⑧

95日景 琴音(日本体育大学荏原)

福冨 絵亜里(都深川)

③

99小野 南(淑徳巣鴨)③

100花輪 風香(城西大学附属城西)

①

101長田 舞花(帝京大学)

⑤

②
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