
第 13回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会の御案内 

平成 29年 3月 

謹啓 

各府県連、役員、選手の皆様におかれましては益々のご清祥のこととお慶び申し上げま

す。この度、「第 13 回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会」を下記要項にて開催する運

びとなりました。万障お繰り合わせの上、皆様の多数ご参加を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

神戸市スポーツチャンバラ協会  

会長   磯上 真宏 

記 

 

一  日 時   平成 29 年 4月 23 日（日） 

受 付  9:15（開場 9:00） 

開会式   9:50（選手集合 9:40） 

 

二  会 場  兵庫県立文化体育館   神戸市長田区蓮池町１－１ ℡078-631-1701 

 

三  交 通  車 ：国道２号線大橋４丁目北上 

        電車：山陽電鉄｢西代駅｣下車徒歩５分 

 

四  申込み  別紙申込書に必要事項を記入の上、Ｅメール又はＦＡＸにてお申込み下

さい。 

連絡先 神戸市西区福吉台１－７－１－１－１０１ 磯上 真宏 

Ｅメール  shinseien@e-mail.jp FAX ０７８－９６７－３７１１ 

 

五  締切り  平成 29 年 4月 16 日（日） 

 

六  参加費  幼年１，５００円  他一律２，０００円 

参加費は当日の受付け混乱を避ける為、下記口座にお振込み頂きますよ 

う宜しくお願いします。 

      振込先  郵便振込み 名義 神戸市スポーツチャンバラ協会 

記号 １４３００ 番号 ７９３４３８１１ 

 

七  種 目  小学生三種目(基本動作･小太刀･長剣)(団体合戦・団体戦は除く) 

        幼年・一般女子（中学女子含む）・中高一般男子 打突三種目 



【個人戦打突】幼年           小太刀・長剣・サバイバル 

9 級～10 級の部      小太刀・長剣 

7 級～8級の部       小太刀・長剣 

5 級～6級の部       小太刀・長剣 

3 級～4級の部       小太刀・長剣 

1 級～2級の部       小太刀・長剣 

女子の部（中学女子含む） 小太刀・長剣・（全ての）異種 

初段の部     小太刀・長剣 

初段以上の部  異種ショート or 異種ロング 

二段以上の部   小太刀・長剣 

マイスターの部    得物は対戦毎くじ引き(当日専任審判のみ参加可） 

※異種ショート（短刀･小太刀･短槍･両手長剣･楯小太刀） 

異種ロング （長剣･二刀･楯長剣･長槍･棒･杖･長巻） 

短刀･短槍･長槍･棒･杖･長巻は安全講習受講者のみ 

異種についてのみ中高一般の有級者は各自指導者許可を条件に格上挑戦可能とする

(小学生は不可)。短刀は 45cm のみとし、剣持ちでない手は打たれても無効でかばい手

にもしない（楯と同様扱い）。 

【個人戦基本動作】 低学年の部（1年生～3年生） 高学年の部（4年生～6年生） 

    小太刀以外の得物可（その際は申込み書に得物記載のこと） 

【団体戦】   団体合戦 得物は大将長剣他小太刀。各支部２チーム迄参加可。 

５人メンバー構成は低学年２名（幼年～３年生） 

高学年３名（４年生～６年生）の５人１チーム。 

団体戦 先鋒：小 1･2･3 年（小太刀） 次鋒：小 1･2･3 年（楯小太刀） 

中堅：小 4･5･6 年(両手長剣) 副将：小 4･5･6 年（長剣ﾌﾘｰ) 

大将：中学生(楯長剣)※下学年より上の学年への参加は認める。 

八  表 彰  幼年サバイバルは優勝者のみ。（メダル有り） 

個人戦打突 優勝、準優勝、３位、４位。（３位迄メダル有り） 

基本動作  優勝、準優勝、３位、４位。（３位迄メダル有り） 

団体合戦  優勝、準優勝。（優勝、特別賞・副賞 準優勝、副賞） 

団体戦   優勝、準優勝、３位。（メダル有り） 

九  試合規則 １・国際スポーツチャンバラ協会規則、審判規則に則り実施。 

２・決勝戦を除き１分間１本勝負とする。決勝戦は３分間３本勝負。 

３・相打ちは両者反則負け。（２回迄は注意） 

４・かばい手は認める。 

５・各種目とも８名以上のエントリーで成立するものとする。 

６・個人戦勝ち残り、団体戦はトーナメント方式。団体合戦は１試合 

３分とし残り選手の多いチームの勝ち。 

十  審判注意 １・審判は公認審判資格の保持者に限る。 

２・服装は、紺、又は黒上着、白ズボン、白カッター、紺ネクタイ、白 

靴下を厳守する。 



 

第 13 回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会届け 

 

 

府県連名      支部名       責任者名        

 

責任者連絡先（携帯又はＥメール） 

 

エントリー人数と参加費 

 

    幼 児     １，５００円×   人       円 

    小学生     ２，０００円×   人       円 

    中 学     ２，０００円×   人       円 

    女 子     ２，０００円×   人       円 

    高 校・一 般 ２，０００円×   人       円 

    弁 当       ７００円×   人       円 

 

               合計金額           円 

 

 

※必要事項を記入の上、申込書と共にメール又は FAX してください。 

※大会参加締切りは平成 29年 4月 16 日です。 



第 13回神戸市スポーツチャンバラ選手権大会参加申込書及び審判申請書 

 

府県連名       支部名          責任者名       

 

１）審判申請書  ※マイスターの部参加・不参加○をお願いします。 

 参加・不参加  参加・不参加 

 参加・不参加  参加・不参加 

２）参加選手申込書 

氏名 学年 

基本動作

得物 

 

小太刀 長剣 

 

 異種 男・女 弁当

例）神戸 一郎 一般 小学生のみ 初段 1 級 棒 1級 男・女 × 

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

      男・女  

【団体戦】※各支部１チーム 

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

     

 

【団体合戦】※各支部２チーム迄参加可 

 ※低学年２名（幼年～３年生）高学年３名（４年生～６年生）の５名構成。 

チーム名【       】 

選手名      

チーム名【       】 

選手名      

 

・申込書が不足の時はお手数ですが、コピーして使用下さい。 

 



・お弁当申込みの方は○・要らない方は×を記入下さい。お茶付き１個７００

円です。 

 

・参加費振込先は、郵便振込にて記号１４３００番号７９３４３８１１  

神戸市スポーツチャンバラ協会です。 

 

・各府県連審判の先生方のお弁当はこちらでご用意させていただきます。 

 

・団体戦５人制は各支部１チーム、団体合戦は各支部２チーム迄参加可です。 

 神戸市協会加盟支部につきましては、参加チーム数制限はありません。 

 

 

・団体戦申込みは、平成 29年 4月 16 日（日）締切りとし当日の受付けは 

致しません。 

 

・大会参加締切りも平成 29年 4月 16 日（日）です。 



 

【審判ご協力のお願いと団体戦ルール説明】 

 

本大会は審判をして頂く先生方につきましては、一般の部への試合参加は

ご遠慮をお願い致します。従来より試合への参加希望をされる先生方におか

れましては、審判、選手と兼務にて大会運営に御協力を頂いておりましたが、 

試合に参加して頂く事で試合途中での審判人数の削減（試合コート数の削

減）等により試合進行に少なからずとも影響がありました。 

又専任で審判をして頂く先生方のご負担を軽減する事も可能かと思われま

す。 

本大会におきましては、勝手なお願いではございますが、限られた時間内

でのスムーズな大会運営及び審判の先生方のご負担を軽減すべく一般の部

への参加をご遠慮頂き審判専任をお願いする次第です。 

しかしながら、私共も｢先生方の試合を観たい｣との思いから例年に続き 

マイスターの部を行います。但し、今年も得物選択に何らかの工夫を考えて

おります。趣旨と致しましては、日頃試合に参加出来ない先生方の試合参加

を可能にしたい、対戦する事が少ない先生同士の真剣勝負（髙技術での対戦）

を観戦する事による選手達の目標（憧れ）・技術向上になれば、そして先生

方が一番楽しく試合をして頂きたいとの思いです。（審判は当日審判として協

力して頂ける子供選手達にお願いします。） 

趣旨ご理解のうえ、審判の御協力をお願いすると共に日頃試合に参加出来

ておられなかった先生方の多くの試合参加のご協力をお願い致します｡ 

 

【団体戦ルール説明】 

《団体合戦》 

・５人１チームですが５人未満でも参加可能です。 

・得物は大将のみ長剣。他の選手は小太刀です。 

・大将が負けた時点で試合終了となります。 

・試合時間（３分）終了後は残り選手の多いチームの勝ちとなります。 

・残り選手が同数の場合は大将が長剣１本勝負を行います。（時間 1分） 

 ・相打ちは両者負け。（厳しく判定） 

《団体戦５人制》 

・５人制は勝抜き試合とします。（但し勝抜きは二人迄・試合時間 1分） 

・例えば先鋒同士で赤先鋒が勝利した場合、勝残りとなり白次鋒と試合を行

います。赤先鋒が白次鋒に勝利した場合は二人抜きとなりますが勝抜きは

二人迄なので次の試合は赤次鋒対白中堅の試合となります。 


