
 

第５７回近畿地区国立大学体育大会（剣道）実施要項 

 

〔１〕競 技 日 程  令和元年８月１８日（日）１日間  

 

〔２〕競 技 会 場  大阪教育大学柏原キャンパス 体育館 

〔大阪府柏原市旭ヶ丘４丁目６９８番１ ℡072-978-3310〕 

 

〔３〕競 技 次 第 

１．開 会 の 辞       競技委員長                 ９：３０～ 

２．競技上の注意 審 判 長 

３．競 技       

男子・女子 個人戦（１回戦～決勝） １０：００ 開始 

男子     団体戦（予選リーグ） 

女子    団体戦（予選リーグ） 

男子    団体戦（準決勝・決勝）  

女子    団体戦（準決勝・決勝） 

４．競 技 終 了       

５．成 績 発 表       学生 

６．表 彰 競技委員長 

７．閉 会 の 辞       競技委員長 

 

〔４〕大 会 役 員 

競 技 委 員 長       太田 順康 （大阪教育大学） 

専 門 委 員       太田 順康 （大阪教育大学） 

総 務 委 員       小山 勉  （大阪教育大学） 

新光 葉子 （大阪教育大学） 

梶田 輝彦 （大阪教育大学） 

中谷 昇  （大阪教育大学） 

若山 真由美（大阪教育大学） 

 

〔５〕競 技 役 員 

審 判 長    那須 信男（大阪府剣道連盟） 

審 判 員    大阪府剣道連盟・大阪学校剣道連盟・大阪府学生剣道連盟・ 

参加大学ＯＢ・ＯＧ 

補 助 員 参加大学剣道部員 

 

〔６〕学 生 役 員 

学 生 委 員          薮田 大智  安荘 真気 

総 務 係          森 菜南子  嶋  将輝 

受 付 係          紺谷 美優  岡本 彩花  

競 技 係          高橋  賢  上田 真衣 

 

（大阪教育大学） 



 

 

〔７〕実 施 要 項 

１．参加申込 締切期日  令和元年 ７月 １日（月）【必着】 

（１）申込先・・・〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1 

大阪教育大学 学務部学生支援課 課外活動係 

（℡:072-978-3310 FAX:072-978-3980 Mail： kinkoku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp ） 

（２）参加資格 

（ア）本大会規程第１３条適用 
（イ）選手は医師の診断より大会参加が適当と認められた者で、当該大学長の承認

のある者に限る。 
（３）参加人数・・・１大学男女別に各１チームとし、全員参加申込みできる。 
（４）申込方法・・・所定の依頼方法（参加申込み）により提出すること。 

２．競技方法等 
（１）試合方法 

○男子団体戦 
（ア）１チーム７名（補欠３名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
（ウ）予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得

本数の順で決定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点にな

った場合は、代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引

き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝

敗が決まるまで行う。 
（エ）決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、また

Ｂリーグの１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないとき

は、「引き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延

長戦は勝敗が決まるまで行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 

 
○男子個人戦 
（ア）各大学４名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
（イ）３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
（ウ）団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数

が１０名以下の大学に限り重複出場を認める。 
（エ）個人戦の組合せは、前もって大学名で決定し、当日の朝、出場者のエントリ

ーを受け付け、本部がそれぞれを組み合わせる。 

（オ）選手の健康に配慮し、１５分を目途に審判の判断により休憩を挟むことがあ

る。 



 

○女子団体戦 
（ア）１チーム５名（補欠３名）により試合を行う。 
（イ）オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 

 
（ウ）予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得

本数の順で決定する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点にな

った場合は、代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引

き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝

敗が決まるまで行う。 
（エ）決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、また

Ｂリーグの１位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないとき

は、「引き分け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延

長戦は勝敗が決まるまで行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 

 
○女子個人戦 
（ア）各大学６名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
（イ）３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
（ウ）団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数

が８名以下の大学は、２名の出場を認める。 
（エ）個人戦の組合せは、男子個人戦と同様に行う。 

（オ）選手の健康に配慮し、１５分を目途に審判の判断により休憩を挟むことがあ

る。 

 
（２）試合規則 

現行の（一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、剣道試合審判細則による。 
（３）審  判 

大阪府剣道連盟、大阪学校剣道連盟、大阪府学生剣道連盟、参加大学ＯＢ・ＯＧ

に委嘱する。 

３．表  彰  １位、２位、３位の３校、３名を表彰する。 

４．そ の 他 
（１）試合開始３０分前までに、選手の欠席がある場合は本部に届け出ること。 
（２）棄権する場合は、試合開始の２日前正午までに大会事務局に連絡すること。 
（３）出場選手は、「垂れ」に大学名及び氏名を記入した名札を付けること。 
（４）竹刀は、当日競技会場で計量したものを使用する。（男子５１０ｇ以上、 

女子４４０ｇ以上） 
（５）参加大学は、学生補助員２名を出すこと。 



 

試 合 規 定 

 

１．団体戦 
（１）男子 

① １チーム７名（補欠３名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決定

する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」と

する。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの１

位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分

け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延長戦は勝敗が決まるまで

行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 
 

⑤ チームが７名に満たない場合の特則 
＊４名チームの場合、次鋒、五将、三将に選手を置かない。 
＊５名チームの場合、五将、三将に選手を置かない。 

＊６名チームの場合、五将に選手を置かない。 

 
（２）女子 

① １チーム５名（補欠３名）により試合を行う。 
② オーダー表は、試合毎に１試合前までに審判主任に提出する。 
③ 予選リーグ 

１）団体戦は予選リーグを２リーグつくる。 

（前回大会の１位、２位をシード校とし別リーグに分ける。） 

２）各リーグの１位校、および２位校を予選通過とする。 

（順位は、チーム勝ち点（勝ち３点、引き分け１点）、総勝者数、総取得本数の順で決定

する。） 

３）リーグの各校が同順位になった場合、および、２位校の勝率が同点になった場合は、

代表者戦による。 

４）３本勝負とし、試合時間は４分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分け」と

する。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
④ 決勝トーナメント 

１）決勝トーナメントはＡリーグの１位校とＢリーグの２位校が対戦、またＢリーグの１

位校とＡリーグの２位校が対戦する。 
２）試合は３本勝負とし、試合時間は５分、時間内に勝敗が決まらないときは、「引き分



 

け」とする。代表者戦は３本勝負とし、試合時間は５分、延長戦は勝敗が決まるまで

行う。 

 

※ ただし、出場校数によって上記の規定を変更する場合がある。 
 

⑤ チームが５名に満たない場合の特則 
３名チームの場合、次鋒、副将に選手を置かない。４名チームの場合、次鋒に選手を置か

ない。 
 

２．個人戦 
（１）男子 

① 各大学４名（補欠２名）とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
② ３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
③ 団体戦出場者（補欠を含む。）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数が１０名以下

の大学に限り重複出場を認める。 
④ 個人戦の組合せは、前もって大学名で決定し、当日の朝、出場者のエントリーを受け付け、

大会本部がそれぞれを組み合わせる。 

⑤選手の健康に配慮し、１５分を目途に審判の判断により休憩を挟むことがある。 
（２）女子 

① 各大学６名とし、トーナメント形式で行い、３位決定戦を行う。 
② ３本勝負とし、試合時間は４分、延長戦は勝敗が決まるまで行う。 
③ 団体戦出場者（補欠を含む）は、個人戦に出場できない。ただし、部員数が８名以下の大

学は、２名の出場を認める。 
④ 個人戦の組合せは、男子個人戦と同様に行う。 

⑤選手の健康に配慮し、１５分を目途に審判の判断により休憩を挟むことがある。 
 

３．試合規則は、現行の（一財）全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、剣道試合審判細則による。 
 

４．その他 
（１）試合開始３０分前までに、選手の欠席がある場合は本部に届け出ること。 
（２）棄権する場合は、試合開始前の３日前までに大会事務局へ届け出ること。 
（３）出場選手は、「垂れ」に大学名及び氏名を記入した名札を付けること。 
（４）竹刀は、当日競技会場で計量したものを使用する。(男子５１０ｇ以上、女子４４０ｇ以上) 
（５）参加申込者以外の出場は認めない。締切後変更する必要のあるチームは、大会開始３日前

までに大会事務局に申し出ること。 

 （＊）参加大学ＯＢ・ＯＧ審判員は剣道５段以上を有すること 
 
 

総 合 優 勝 制 度 得 点 

１位－１０点、２位－７点、３位－４.５点 
ただし、同順位の場合は、下位順位の得点との合計を平均する。 



男子団体戦組み合わせ

※実施状況により使用コートが変更となる場合があります。

○太字は前年度優勝・準優勝校

男子決勝トーナメント

３位決定戦

Ａリーグ１位

1-31 2-28

男子団体戦予選リーグ

Ｂリーグ２位 Aリーグ２位 Ｂリーグ１位

1-30 2-27

① 2 3 4 5

① 大阪教育大学
1-20 1-25 1-28 1-22

2 滋賀大学
1-23 1-26 1-29

3 京都教育大学
1-21 1-27

4 和歌山大学
1-24

5 大阪大学

⑥ 7 8 9

⑥ 京都大学
2-21 2-26 2-23

7 神戸大学
2-24 2-25

8 京都工芸繊維大学

2-22

9 奈良教育大学



女子団体戦組み合わせ

※実施状況により使用コートが変更となる場合があります。

○太字は前年度優勝・準優勝校

女子決勝トーナメント

３位決定戦

Ａリーグ１位

女子団体戦予選リーグ

Ｂリーグ２位 Aリーグ２位

3-28 4-24

3-27 4-23

Ｂリーグ１位

① 2 3 4 5

① 大阪教育大学
3-17 3-22 3-25 3-19

2 京都大学
3-20 3-23 3-26

3 大阪大学
3-18 3-24

4 京都教育大学
3-21

5 兵庫教育大学

⑥ 7 8 9

⑥ 奈良女子大学
4-18 4-23 4-20

7 奈良教育大学
4-21 4-22

8 神戸大学
4-19

9 滋賀大学



男子個人戦

神戸大学 1 20 大阪教育大学

1-4 2-5

大阪教育大学 2 21 京都教育大学

1-12

京都教育大学 3 2-13 22 滋賀大学

1-5 2-1

大阪大学

※実施状況により使用コートが変更となる場合があります。

2-17

和歌山大学 6 1-6 25 神戸大学

4 2-6 23 和歌山大学

滋賀大学 5 1-16 24 大阪大学

1-1

奈良教育大学 7 1-13 2-7 26 京都大学

2-2

京都大学 8 2-14 27 京都工芸繊維大学

1-7

京都工芸繊維大学 9 28 奈良教育大学

1-18 2-19

京都教育大学

2-9

兵庫教育大学 12 1-14 31 和歌山大学

2-8

京都教育大学 10
1-19

29 兵庫教育大学

1-8

神戸大学 11 30

京都大学 13 1-9 2-15 32 京都工芸繊維大学

1-2

大阪教育大学 14 2-10 33 兵庫教育大学

1-17 2-3

奈良教育大学 15 34 京都大学

1-3 2-18

京都工芸繊維大学 16 1-10 35 大阪大学

和歌山大学 17 1-15 2-11 36 大阪教育大学

2-4

滋賀大学 18 2-16 37 滋賀大学

1-11

大阪大学 19 38 奈良教育大学

2-12
三位決定戦

39 神戸大学

2-20



4-17

和歌山大学

3-8 4-13

和歌山大学 16 32 奈良女子大学

4-9
三位決定戦

33

3-7

京都大学 14 30 兵庫教育大学

3-12 4-8

滋賀大学 15 31

大阪教育大学

28 大阪教育大学

3-14 4-1

京都教育大学 13 4-15 29 京都工芸繊維大学

大阪教育大学

3-15 4-16

京都教育大学 9
3-16

25 京都大学

3-5 4-6

大阪教育大学 10 26 大阪大学

3-11

大阪大学 11 4-12 27 京都教育大学

3-6

神戸大学 12 4-7

3-13 4-14

奈良教育大学 5 21 神戸大学

3-3 4-4

大阪教育大学 6 22 奈良教育大学

3-10 4-11

京都教育大学 7 23 滋賀大学

3-4 4-5

大阪大学 8 24

※実施状況により使用コートが変更となる場合があります。

女子個人戦

奈良女子大学 1 17 京都教育大学

3-1 4-2

京都工芸繊維大学 2 18 大阪大学

3-9 4-10

大阪教育大学 3 19 兵庫教育大学

3-2 4-3

兵庫教育大学 4 20 和歌山大学
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