第１回北海道学⽣スポーツチャンバラ競技会開催要項
日

時：平成２７年３月２２日（日）
集合時刻９：００ （小学生のみ１４：３０集合）

会

場：イベントホール赤れんが ２Ｆ体育室
〒068-0034 北海道岩見沢市有明町南 1 番地 14

靴を入れる袋は各自持参

ＪＲ岩見沢駅から徒歩３分（有料駐車場：１日券 1,010 円 or １時間 210 円＋30 分毎 100 円）

主
後

催：北海道学生スポーツチャンバラ競技会実行委員会
援：岩見沢市、岩見沢市教育委員会

出場資格：１．学生（大学生、短大生、専門学校生、高専生、高校生、中学生、のうち
記録係、審判等、運営に協力できる者に限る。）

２．小学生（４年生以上に限る。）
３．学生サークル卒業生・大学院生
４．審判等協力者（男性：審判資格または段位を有する方に限る。 女性：競技経験者に限る。）
参 加 料：小学生、中学生、高校生、高専生（３年目まで）
その他（※）

1,000 円
1,500 円

（※）学生以外の審判等協力者（卒業生含む）のうち、9:30 までにお越しいただいた方は免除。

申込方法：参加申込書に必要事項を入力のうえ、平成２７年３月８日（日）１８：００までに
以下のメールアドレスに送信してください。
hokudai_spochan@yahoo.co.jp
参加者を把握できないと、成立・不成立部門の確認、審判・スタッフの配置ができませんので、
必ず締切厳守でお願いします。
参加料は当日、受付にて各団体ごとにまとめてお支払いください。

参加申込書は競技会ホームページからダウンロードできます。
http://sports.geocities.jp/hokudai_spochan/kyougikai/index.html

試合区分：○大学対抗団体戦（各大学１チームのみ）
○個人戦（各区分６人以上で成立。不成立の場合、他の区分と合同で実施することがあります。）
グランドチャンピオン戦はありません。

基本動作：全てトーナメント戦
中学生、高校生、学生（新人）、学生（経験者）、小学生、卒業生
打突競技：小太刀、長剣フリー、二刀。
・女子リーグ戦
（小学生以外の女性選手全員）
・中学生リーグ戦
・高校生リーグ戦
・学生リーグ戦（新人）
（新人＝競技歴１年未満の選手）
・学生リーグ戦（経験者）
・小学生トーナメント戦
・卒業生トーナメント戦
（大学院生・審判等協力者含む）
・女性選手が少なければ男性と合同で実施。多ければ女子の中で区分を分けます。
・女子リーグ戦が成立するのであれば、女性の卒業生等は卒業生トーナメント戦に出場可能。
・中学生リーグ戦が単独で不成立の場合、高校生リーグ戦と合同で実施。
・高校生リーグ戦が単独で不成立の場合、学生リーグ戦と合同で実施。
・中学生と高校生を合わせても不成立の場合、学生リーグ戦と合同で実施。
・学生リーグ戦と合同で実施する場合、高校入学後の経験が１年未満の高校生と中学生は新人、
高校入学後の経験が１年以上の高校生は経験者として扱います。

進行予定：

会場設営・受付
開会式
審判・記録係等の説明
個人戦（基本動作）
・中学生
・高校生
・学生（新人）
・学生（経験者）
個人戦（打突競技）
・女子リーグ戦
・中学生リーグ戦
・高校生リーグ戦
・学生リーグ戦（新人）
・学生リーグ戦（経験者）
団体戦
個人戦（基本動作・打突競技）
・小学生トーナメント戦
・卒業生トーナメント戦
閉会式
撤収作業・会計確認

９：００
９：４０
９：５０

１０：００

会場から離れないでください
・当日の状況によって競技順が
変わることがあります。
・自分が出ない区分の試合の際は、
記録係等の役割が順番に当たり

１０：３０

ます。
・昼休みはありませんので、昼食
は、試合も記録係等の役割もない

１０：３０
１５：００
１６：４５
１７：００

時間帯に各自済ませてください。

＜＜団体戦＞＞
新人（競技歴１年未満の選手）or 女子 １名を含む最低２名で出場可能
総当たりのリーグ戦とします。
どの大学とも２回ずつ対戦します。
１周目
２周目

小太刀・長剣フリー・二刀 ＋補欠２名まで 新人 or 女子限定
小太刀・長剣フリー・長剣両手・二刀・得物自由 ＋補欠３名まで
得物自由：楯小太刀、楯長剣、槍、棒、杖 （楯は主催者の用意したものを使用可能）

補欠選手との入れ替えは自由ですが、交代させた選手を再度出場させることはできません。
試合ごとの出場メンバーについては，各試合の開始前に確定させるものとします。
試合時間は１分間とし，時間切れは，両者負けとします。
相打ちは１回目で両者負けとします。
大将戦終了後，同点の場合は，引き分けとします。
勝ち点は、勝ちの場合、１周目は３点、２周目は５点、引き分け１点、負け０点です。
リーグ戦終了後，最も勝ち点の多いチームを優勝とします。
勝ち点が同じチームがある場合には，得失点差にて順位を決します。
１周目の代表選手が、２周目も代表選手になることは問題ありませんが、原則、１周目、２周目
それぞれ１種目のみ出場可能とする。
参加選手の少ない大学に限り、欠員部分に対して同一選手の重複出場を認めます。
この場合、同一選手は、１周目、２周目それぞれ最大３種目に重複出場可能とする。
重複出場者の２種目目以降の試合で、対戦相手が１種目目である場合、次のように記録する。
・重複出場者が勝った場合、その試合は”両者負け”と記録する。
・時間切れや相打ちの場合、”重複出場者ではない選手の勝ち”と記録する。
重複出場は不利ですが、優勝できる可能性はあります。
重複出場の場合の対戦結果と記録の例：団体戦２周目

Ｙ大学（選手２名） VS

Ｚ大学（選手５名）

先鋒（Ｙ大学選手Ａ）

Ｙ大学の勝ち

→

Ｙ大学

○

Ｚ大学

×

次鋒（Ｙ大学選手Ａ重複）

Ｙ大学の勝ち

→

Ｙ大学

×

Ｚ大学

×

中堅（Ｙ大学選手Ａ重複）

相打ち

→

Ｙ大学

×

Ｚ大学

○

副将（Ｙ大学選手Ｂ）

相打ち

→

Ｙ大学

×

Ｚ大学

×

大将（Ｙ大学選手Ｂ重複）

Ｙ大学の勝ち

→

Ｙ大学 ×

Ｚ大学

×

結果、１勝１敗で引き分け

Ｙ大学勝ち点１

Ｚ大学勝ち点１

＜＜個人戦＞＞
基本動作（全区分）
小太刀・長剣・二刀（中学生～大学生）
小太刀・長剣・二刀（小学生・卒業生）

トーナメント戦
予選リーグ
→決勝トーナメント
予選トーナメント（９名以上）→決勝トーナメント

＜予選リーグ＞
試合時間は１分間とし，時間切れは，引き分けとします。相打ちは１回目で引き分けとします。
勝ち点は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点です。
予選リーグ戦終了後、勝ち点の多い選手が決勝トーナメントに進出します。
勝ち点が同じ選手がいる場合には、順位決定戦を行い、決勝トーナメント進出者を決定します。
＜予選トーナメント＞ （８名に絞られるまで適用）
試合時間は１分間、延長戦 30 秒とし、時間切れは，両者負けとします。
相打ちの１回目は両者無効打突による続行とし、２回目で両者負けとします。
延長戦は、多少威力が弱くても、先に打てば一本を取ります。
かばい手、場外反則、時計

はリセットしません

＜決勝トーナメント＞
試合時間は１分間、延長戦 30 秒とし、勝負が付くまで繰り返し行います。
相打ちは全て両者無効打突による続行とします。
延長戦は、多少威力が弱くても、先に打てば一本を取ります。

＜決勝戦＞
３分３本勝負。時間切れの際に片方が一本先取していれば、決着。
同点なら延長戦を行います。延長戦は１分とし、勝負が付くまで繰り返し行います。
両者が一本ずつ取った状態での相打ちは、両者無効打突による続行とします。
延長戦は、多少威力が弱くても、先に打てば一本を取ります。
＜リーグ組み＞
６～７人：１リーグ制。決勝トーナメント無し。
８～15 人：２リーグ制。上位２名が決勝トーナメント進出。
準決勝はＡ組１位 vsＢ組２位 Ａ組２位 vsＢ組１位
16～31 人：４リーグ制。上位２名が決勝トーナメント進出。
準々決勝はＡ組１位 vsＢ組２位 Ｃ組１位 vsＤ組２位
Ａ組２位 vsＢ組１位 Ｃ組２位 vsＤ組１位
32～63 人：８リーグ制。上位１名が決勝トーナメント進出。
準々決勝はＡ組１位 vsＢ組１位 Ｃ組１位 vsＤ組１位
Ｅ組１位 vsＦ組１位 Ｇ組１位 vsＨ組１位
＜リーグ戦試合順＞
原則、若い番号から試合を行う
1vs2

1vs3

（例）５名の予選リーグの試合順

1vs4 1vs5 2vs3

2vs4 2vs5 3vs4 3vs5 4vs5

若い番号の選手がコートに居続け、他は番号順に並ぶ。主審の判断で試合順の一部変更は可能。

審 判 等：

主審１名
記録係１名

副審２名
時計係１名

検査役１名
選手係１名

・基本動作の審判は１級審判資格所有者が優先的に行う
・検査役は再判定の時のみ判定に参加する
・やむを得ず審判員が３名以下になる場合は、検査役の役目は主審が代行する
・予選リーグでは、１人の選手が連続で試合をすることになるので、主審は選手の消耗の
度合いを確認のうえ、試合順を一部変更することができる
・トーナメント戦でもリーグ戦でも、番号の若い者が必ず赤となるよう、留意すること

留意事項：以下の事項について予めご了承ください。
○本競技会は、北海道内の大学の部・サークルの学生が運営の主体となって実施するもので、未熟ゆえ
のつたない場面もあるとは存じ上げますが、どうかよろしくお願いします。
○本競技会は、学生部活動としてのスポーツチャンバラの普及促進、競技力の向上、学生の交流を主た
る目的とした競技会でありますが、開催地である岩見沢市の方々の協力を得ており、また、岩見沢市
では独自の大会が存在していないことも考慮し、小学生トーナメント戦も実施します。
小学生についても岩見沢市以外から参加もお待ちしています。
また、円滑な進行のため、審判資格または段位を有する競技者に、審判等協力者としてご助力いただ
きたいと存じ上げます。審判等協力者の方々にも楽しんでいただけるよう、卒業生トーナメントにエ
ントリーできるようにしてありますので、よろしくお願いします。
なお、女性については、必ずしも審判でなくとも、記録係等でご協力いただけるのであれば、審判資
格や段位のない方でも、歓迎します。女子リーグ戦にもご参加いただけます。
○学生については、選手とスタッフを兼ねていただきますので、競技会当日、記録係、受付、審判等の
役割が当たります。
○未経験者、小学校３年生以下、審判等協力者以外の一般の選手の参加はご遠慮いただいております。
○本競技会は、日本スポーツチャンバラ協会の主催・公認大会ではありませんが、競技・審判規程に
準拠し実施します。ただし、実施の都合上、一部規程と異なる場合があります。
○競技会の進行状況によっては、実施しない種目、追加で実施する種目が発生する場合があります。
○円滑な競技会進行のため、試合開始時に所在が不明の選手は失格になる場合があります。

＜競技会役員＞
競技会名誉顧問

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 常務理事(大学生普及担当) 岩尾光平

競技会顧問

北海道大学スポーツチャンバラ同好会

競技会会長

酪農学園大学スポーツチャンバラサークル

競技会事務局長

北海道大学スポーツチャンバラ同好会

主将

横内洸

競技会審判長

北海道大学スポーツチャンバラ同好会

監督

近藤哲仁

競技会運営委員長

スポーツチャンバラ岩見沢

競技会運営委員

室蘭工業大学スポーツチャンバラ部

監督

近藤哲仁
主将

国清恒吉

代表

中鉢欣哉
部長

竹内勇輔

〃

東京農業大学農友会オホーツク支部スポーツチャンバラサークル

〃

名寄市立大学スポーツチャンバラサークル

サークル長

幹事

富田一輝
野中紀鷹

