要項

【主催】
愛知県フェンシング協会
【共催】
名古屋市フェンシング協会
【後援】
（公社）日本フェンシング協会
（公財）愛知県スポーツ協会
（公財）豊田市スポーツ協会
（公財）名古屋市教育スポーツ協会
愛知県
豊田市
【協力】
（公社）愛知県理学療法士会

※最新の情報は愛知県フェンシング協会の大会ウェブサイトや SNS で配信いたします

1.期日
◇スカイホール豊田 〒471-0861 愛知県豊田市八幡町 1-20 TEL 0565-31-0451
6 月 11 日(土)男子フルーレ【シニア】【高校生】【中学生】【小学生 5,6 年/3,4 年/2 年以下】
6 月 12 日(日)女子フルーレ【シニア】【高校生】【中学生】【小学生 5,6 年/3,4 年/2 年以下】
※男女ともに小学生 5,6 年/3,4 年は準決勝戦まで実施
◇プライムツリー赤池 〒470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１ TEL 052-807-7111
6 月 26 日（日）男子フルーレ・女子フルーレ【小学生 5,6 年/3,4 年】※決勝戦のみ
2.日程
競技の進行により、開始、終了時間が変更となる場合がある。※開会式の開催はありません。
6 月 11 日
◇スカイホール豊田
6 月 12 日
8:10 開場
【高校生】8:10～8:50 コール/9:30 試合開始
【シニア】【中学生】9:00～9:40 コール/10:20 試合開始予定
【小学生 5,6 年/3,4 年/2 年以下】10:30～11:10 コール/12:00 試合開始予定
6 月 26 日
◇プライムツリー赤池
※愛知県フェンシング協会 YouTube チャンネルにて Live 配信
【小学生 5,6 年/3,4 年】10:30～12:00 決勝進出者コール/13:00～15:00 試合
15:30～18:00≪初心者向け≫はじめてのフェンシング体験
3.競技方法
A) プール戦とエルミナッシオン・ディレクト(ED)方式で行う。
B) シニアの部のプール戦は原則６人と７人で行う。
その他の部は参加人数によって決定する。
※各試合は 5 本先取とする。
C) プール戦については 参加申込締切日時点の国内ランキングを適応する。
※シニアの部に限る：シニアランキング適応
D) ED 進出者は出場者数の 70％以上とし、各試合 3 セット 15 本先取とする。
※中学生の部以下はその限りではない。
2 名以上の選手が ED 上り最終順位で同意の場合は繰り上げ、バラージュは行わない。
E) 参加選手数等により、競技方法を変更する場合がある。
F) 3 位決定戦は行わない。
G) 選手 1 名につき、コーチ 1 名が試合フロアに入ることができる。
コーチは ED よりベンチに入ることができる。
※但し小学生 3,4 年の部・小学生 2 年生以下の部はプール戦からコーチが試合準備の補助をできる。
4.参加資格
・全ての参加選手は 2022 年度(公社)日本フェンシング協会登録済みの者(申込時)とする。
・一つのカテゴリーにしか参加することはできない。
・カテゴリー＆年齢区分は下記参照ください。
①シニアの部：2022 年 1 月 1 日時点で 12 歳以上の者
②高校生の部：申込み時点で高校生の者
③中学生の部：申込み時点で中学生の者
④小学生 5,6 年の部：申込み時点で小学 5,6 年生の者
⑤小学生 3,4 年の部：申込み時点で小学 3,4 年生の者
⑥小学生 2 年以下の部：申込み時点で小学 2 年生以下の者
5.競技規則
国際フェンシング連盟(FIE)試合規則及び(公社)日本フェンシング協会試合規則の最新版に準ずる。
6.表彰
優勝者・準優勝者の選手は決勝戦終了後に表彰を行う。
3 位の選手は準決勝戦後すぐに表彰を行う。

7.用具 ・用具検査
A) FＩE 競技規則 第 1 編 第 4 章 選手の用具
選手は、自己の責任において剣を持ち、用具・服装を着けて競技を行う。
「自分の全責任の元に危険・災害 に対して、武器・装具・服を着けて戦う。選手は自分が加害者または被
害者となるあらゆる事故に対して、 責任を持たなければならない。」
このことを充分に理解して試合に臨むこと。
B) ユニフォーム・プロテクター・フェンシングマスクに関しては 2010 年 6 月 13 日
「競技における事故防止・安全管理について」(通達)に指定する内容に基づく。
▷https://fencing-jpn.jp/cms/wp-content/uploads/2014/09/FJE100607.pdf
C) 武器・用具の検査は、主審がピスト上で行う。その際に不備が発見された場合は、罰則規定が適用され
る。 審判員(主審)は、FIE 競技規則（2021 年 1 月更新版）用具規定・ｔ47 に則り、選手の武器、服装、 及
び用具を検査する。
1. 身体に合うユニフォームやメタルジャケットの着用をする。
2. 全カテゴリーでメタルビブ付きフェンシングマスクを着用する。
3. 【男子】チェストプロテクターは小学生のみ着用を認める。
4. ユニフォームやグローブの破れやほころび及び穴が空いている場合は、使用不可とする。
5. 剣・フェンシングマスク・ユニフォーム上下・半袖プロテクター・メタルジャケットの武器検査を行う。
6. フェンシングマスクに飛沫防止シールドがない場合はレッドカードを与える。
◆FIE 競技規則
▷https://fencing-jpn.jp/cms/wp-content/uploads/2021/02/d1d5a90053300ec0f9a4d21a3b9bb4df.pdf
8.参加申込
◇ 参加費
シニアの部：10,000 円(傷害保険料含む)
高校生の部／中学生の部／小学生の部：7,000 円(傷害保険料含む)
◇ 申込受付 2022 年 5 月 19 日～5 月 25 日 17 時まで
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愛知県フェンシング協会の大会ウェブサイトの【参加申込用 Excel】をダウンロードし入力
※ファイル名は所属名にすること
【参加申込用 Excel】に記載の参加費合計を振込む （できる限り所属でまとめること）
振込先 三菱 UFJ 銀行(0005) 今池支店(263) 普通 0400331
中日本ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会会計加納昭広(ﾅｶﾆﾎﾝﾌｪﾝｼﾝｸﾞｾﾝｼｭｹﾝﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ｶﾉｳｱｷﾋﾛ)
振込名義 〇〇←所属名（カタカナ・英字）にすること
大会ウェブサイトの【参加申込 Excel の送信はこちら】のボタンを押して【参加申込用 Excel】を
添付して送信（必ず振り込みが終了していること）
※入力されたメールアドレスに自動返信
【振込確認用 Google フォーム】で振込情報を回答
【申込確認】愛知県フェンシング協会の大会ウェブサイトの参加者リストを 3 日に一度更新

9.参加上の注意
A) 参加選手は報道用データ提供及びプログラム作成等に使用するため、参加選手の写真及びデジタルデ
ータ を提供するとともに、主催者が大会で撮影した写真及びデジタルデータに関して、主催者の目的の
範囲内 での使用を了承するものとする。
B) 参加申し込み後、諸事情により余儀なく出場を辞退する場合は、2022 年 6 月 9 日 17 時までに大会ウェ
ブサイトの【出場辞退用 Google フォーム】で申請をする。
※参加費の返金は一切行わない。
C) 日本フェンシング協会登録は完了していること。手続き中の者の参加申し込みは受け付けない。
D) 参加申込期限を過ぎてからの申し込みはできない。
E) 領収書の発行については該当試合当日のみ受け付けいたします。
F) 参加者は競技会全般における安全管理について、特に留意して臨むこと。

10.新型コロナウイルス感染予防
・大会 2 週間前から健康チェックの実施をもとに、出場するカテゴリーの前日 17:00 までに【健康チェック用
Google フォーム】に回答すること。回答がない場合は会場入口で健康チェックシートを記入して、最後列での入
場となる。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールを推奨する。
・会場入口の検温で 37.5 度以上の発熱がある選手・コーチは入場できません。
・更衣室は一度に使用する人数を制限します。
・待機中の選手・コーチはマスクを着用して会話を控えて下さい。
・指定場所にて待機し、他選手の応援のための移動はできません。
・試合の無い選手は速やかに会場より退出をお願いします。
・選手は原則として競技中に発声してはいけません。
・試合中、ユニフォーム、グローブで汗を拭かないこと。タオルにて汗を拭く。
・試合終了時、選手、コーチはベンチの消毒をお願いします。
・会場は換気のため、定期的に開放します。
・ゴミは必ず各自で持ち帰るようにお願いします。
・大会中や大会前後の移動、食事等では感染対策に十分配慮してください。
・大会前後は密となる場（交流等）への参加は避けてください。
11.その他
※要項は、新型コロナウイルス感染症・諸事情により変更を行う場合がありますので
本協会 HP 掲載の最新情報をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、体育館の使用方法及び試合方法について
制限される事がありますので、ご承知おきください。
※大型バス・マイクロバスで来館される場合は、事前にご連絡をお願いします。
駐車場のご案内をさせて頂きます。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催内容・参加人数の変更、もしくは中止となる場合が
ありますのでご承知おきください。
※メディア関係者様につきましては、取材方法など詳細を別途、大会 HP にてご連絡させて頂く
予定をしておりますのでご確認をお願いします。
12.最後に
・新型コロナウイルス感染症の状況により、会場体育館が閉鎖されない限り大会を実施する
予定で準備を進めておりますが、想定外の感染拡大・感染者増加による大会中止も
考えられますのでご了承ください。
・すべての理由（新型コロナウイルスなどの感染症、台風などの自然災害など）における
大会中止による返金につきましては、大会準備にかかる経費を考慮し、
参加費から最大 3,000 円を引いた金額の返金を致します。
13.大会に関する問い合わせ
問合せ先 fae@fencing-aichi.jp

