
平成２５年度北信越高等学校体育大会 

第 34 回北信越高等学校フェンシング選手権大会 

実  施  要  項 
 

主催   北信越高等学校体育連盟 

共催   長野県教育委員会 

    （公財）長野県体育協会 

     箕輪町教育委員会 

後援   長野県フェンシング協会 

     信濃毎日新聞社 

主管   長野県高等学校体育連盟 

     長野県高等学校体育連盟フェンシング専門部 

 

１ 期 日       平成２５年６月１５日（土）～１６日（日） 

 

２ 日 程 

  （１）監督会議   平成２５年６月１４日（金）15:00～ 

  （２）開会式    平成２５年６月１４日（金）16:00～ 

  （３）競 技    平成２５年６月１５日（土） 9:00～   学校対抗予選・個人対抗フルーレ   

            平成２５年６月１６日（日） 9:00～   学校対抗決勝・個人対抗エペ、サーブル 

  （４）閉会式    平成２５年６月１６日（日）14:00～ 

 

３ 会 場 

  （１）監督会議会場 松島コミュニティーセンター 

            長野県上伊那郡箕輪町松島 8440  Tel 0265-79-2009 

（２）開会式会場  箕輪町民体育館 

            長野県上伊那郡箕輪町松島 8462  Tel 0265-79-2658 

  （３）競技会場   同上 

  （４）閉会式会場  同上 

 

４ 競技種目 

  （１）学校対抗   男子フルーレ・女子フルーレ 

  （２）個人対抗   男子フルーレ・エペ・サーブル 

            女子フルーレ・エペ・サーブル 

 

５ 競技・諸会議日程 
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６ 競技規定 

   （１）全国高体連フェンシング部試合規則 最新版を適用する。 

   （２）用具検査は次の要領にて行う。 

ア、検査対象は剣・ボディーコード・メタルジャケット・サーブル用カフ・マスク及びマスク

ケーブルとする。 

イ、受付・返却日時 

  ６月１４日（金） 13:00～16:00（終了次第返却、終了しない場合は翌日 8:00 より返却） 

  ６月１５日（土）  8:00～競技終了まで（即時返却） 

  ６月１６日（日）  8:00～競技終了まで（即時返却） 

      ウ、受付数 マスク     … 持参数全部 

            剣       … 一人につき５本以内 

            ボディーコード … 一人につき３本以内 

            メタルジャケット… 一人につき２枚以内 

            マスクケーブル … 一人につき２本以内 

    （３）ゼッケンは下図のように作成し、各自の後ろの足の膝の外側に必ず付けること。姓は、男子

は黒字・女子は赤字で、ピスト係が判読できるよう（太さ１cm 以上）に記入し、同校に同

姓者がいる場合は、識別できるまで名前をつける。 
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７ 選手の服装・用具 

  選手は、相手も自身も危険や不利益にならない適切な服装・用具をつけて出場すること。 

   （１）ユニフォームは上下 350NW・FIE 公認マーク付き半袖プロテクター800N・FIE 公認マーク付

きマスク 1600NW を着用すること。 

   （２）女子選手は（１）の胸当ての他に、上着の下に金属または硬い材料で出来ている胸当てを両胸

につけること。 

   （３）上着の下部は選手のズボンを 10cm は覆うこと。 

   （４）グローブは前腕の半ばまで覆うものを使用すること。 

   （５）脛の出ない厚手の白いストッキングを着用すること。 

   （６）女子選手は頭髪に注意し試合に支障のないようにすること。特に頭髪がメタルジャケットの表

面にかからないようにすること。 

 

８ 競技方法 

   （１）学校対抗 

      ア、１回戦３校による予選リーグを行い、各リーグ上位２校によって決勝トーナメントを行う。 

（３位決定戦も実施する） 

      イ、１チームは、５人編成とし、３人による総当たりとする。 

      ウ、男子・女子ともに５本勝負で試合時間は３分間（実働）とする。 

      エ、各試合の対戦は次の順序で行う。 3-6 5-1 2-4 6-1 3-4 5-2 1-4 6-2 3-5 

      オ、１回戦はプール方式（３校による総当たり）で行う。 

         プールの試合順序 第１試合 １と２ 

                  第２試合 ３と第１試合の負けチーム 

                  第３試合 ３と第１試合の勝ちチーム 

      カ、５勝したら試合は終了とする。（勝敗決定後の試合は行わない） 

      キ、参加申込後万一、２名の選手しか揃わない場合でも試合は行うが、各試合の対戦はエの順

序で実施する。（欠場選手のスコアーは０対５とする） 

校   名 

姓 



   （２）個人対抗 

      ア、フルーレは、プール方式の予選を行い全体の１２名が決勝トーナメントに進出できる。エ

ペ・サーブルは、プール方式の予選を行い６名が決勝トーナメントに進出できる。 

      イ、プール方式では、男女ともに５本勝負で試合時間は３分実働とする。 

      ウ、プールの全体順位について以下１）～３）による 

       １）勝率の高い者を上位とする。 

       ２）突数÷被突数の指数の高い者を上位とする。 

       ３）突数÷試合数の指数の高い者を上位とする。 

       ※２人以上の選手がフルーレにおいて１２番目の同順位の場合は、イの試合方法と同様にバ

ラージを行う。 

      エ、トーナメント方式では、男女ともに１５本勝負（３分実働３セット、休憩各１分）とする。

サーブルでは、第１セットは３分が経過した時又は一方の選手が８本を得点した時に終了

し休憩に入る。 

      オ、トーナメントのシードについて以下の１）～４）による。 

       １）勝率の高い者を上位とする。 

       ２）突数÷被突数の指数の高い者を上位とする。 

       ３）突数÷試合数の指数の高い者を上位とする。 

       ４）１）、２）、３）が同じ場合は技術委員会において抽選で決める。 

        ※同所属高校の選手が進出した場合のシードについては考慮しない。 

 

９ 引率・監督 

    （１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める

学校職員とする。 

    （２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険

（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。ただし、各県における規定があ

り、引率・監督者がこの基準により限定された範囲内であれば規定に従うことを原則とする。 

 

１０ 大会参加資格 

    （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する

生徒であること。        

    （２）選手は、北信越５県各県高体連に加盟している生徒で、当該種目の大会実施要項により参加

資格を得たものに限る。 

    （３）年齢は、平成６年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技３回までとし、

同一学年での出場は１回限りとする。 

    （４）チーム編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（５）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

    （６）転校後６ヶ月未満のものは参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家

転住などやむを得ない場合は、各都道府県高体連会長の認可があればこの限りでない。 

    （７）参加する生徒は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長及び所属高体連会長の承認を

受けなければならない。 

    （８）参加資格の特例 

       ア、上記１．２に定める生徒以外で、当該競技要項により参加資格を満たすと判断され、県

高体連が推薦した生徒について、全国高校総体開催基準要項の「大会参加資格の別途に

定める規定」に従い大会参加を認める。 

       イ、上記３のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、

同一競技３回までとする。 

        

１１ 参加制限 

    （１）学校対抗 

       ア、各県の男子及び女子それぞれ１チームとする。 

       イ、開催県は、別に男子及び女子ともに１チームを加えることができる。 

       ウ、外国人留学生に関しては、規定人数のうち、１名までエントリーを認める。 



       エ、同一校にて男女が出場する場合、監督は男女監督を兼ねられない。 

    （２）個人対抗 

       ア、フルーレは、各県３名とする。ただし、開催県は４名とする。 

       イ、男女エペ・サーブル各県１名とする。ただし、開催県は２名とする。 

       ウ、一人２種目以内とする。ただし、エペとサーブルの２種目に参加することはできない。 

 

１２ 参加申込 

    （１）申込方法 

       所定の参加申込書類に各県高等学校体育連盟でまとめ、必要事項・捺印等を確認の上、下記

宛てに申し込むこと。 

    （２）申込先 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 13238 

                           長野県箕輪進修高等学校 長野県高体連フェンシング専門委員長 

                 大槻 高範 宛   ℡ 0265-79-2140 FAX 0265-70-1305                                     

    （３）申込期日 

       平成２５年６月５日（水） 必着のこと。 

 

１３ 参加料 

    （１）団体１チーム 20,000 円 

    （２）個人一人    2,000 円 

    （３）支払方法   ６月１４日（金）の監督会議席上にて徴収する。 

 

１４ 表彰 

     学校対抗戦においては、男女ともに第１位から第３位まで表彰し、第１位には優勝旗・優勝杯を

授与する。個人対抗戦においては、男女とも第１位から第３位まで表彰し、第１位には優勝杯を授

与する。 

 

１５ 組合せ 

    （１）学校対抗の組合せは、監督会議席上にて実施する。 

        ただし、同一県が同一の予選リーグに入らないように配慮し、平成２４年度北信越新人大

会での上位１、２位校をそれぞれ１、２プールの３番にシードする。 

    （２）個人対抗は、開催県高等学校体育連盟フェンシング専門部の責任において抽選により決定す

る。 

 

１６ 宿泊 

    （１）別紙『宿泊、弁当の案内』による 

 

１７ 諸会議 

会議名 日時 場所 

専門委員長会 ６月１４日（金）14:00～ 松島コミュニティーセンター 

監督会議 ６月１４日（金）15:00～ 松島コミュニティーセンター 

審判会議 ６月１５日（土） 8:30～ 箕輪町民体育館 

 

１８ 連絡事項 

     （１）競技中の疾病・傷害などの応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。なお、

参加者は健康保険証を持参すること。 

     （２）監督・選手は試合運営の妨げとならぬように留意すること。 

     （３）ベンチ入場者は、監督及び登録選手とする。ただし、個人対抗においては、予選プールは

個人対抗出場該当選手のみとし、トーナメントは監督及び個人対抗出場当該選手とする。 

     （４）外履き・内履きの靴をきちんと区別すること。 

     （５）競技場のフロアーには、当該試合の選手・監督のみが入場できる。 


