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式次第

開会式 閉会式

１、選手整列 １、選手整列

２、開会宣言 ２、成績発表並びに表彰

３、主管地挨拶 ３、閉会宣言

４、審判長注意 ４、選手退場

５、選手宣誓

６、選手退場

競技日程

７月２１日（土）

時　間 内　容 場　所

14：30～14：45 受付 １Fロビー

15：00～15：30 監督会議 会議室

15：00～16：00 計量 剣道場前

７月２２日（日）

時　間 内　容 場　所

8：50～9：00 受付 １Fロビー

9：00～9：30 審判会議 剣道場　講師室

9：00～9：30 競技役員打ち合わせ

9：40～9：50 開会式

9：50～12：30 試合

12：35～12：50 閉会式

　競技上の規定及び競技方法
  （１）（公財）全日本なぎなた連盟競技規定並びに審判規定による。

　（２）選手編成は、１チーム３名（先鋒・中堅・大将）とする。

　（３）試合方法は、リーグ戦とする。

　（４）試合時間は３分。勝敗が決定しない場合は延長戦を行う。

　　　 延長時間は２分、延長１回で勝敗が決しない場合は、審判員の判定とする。

　（５）審判員は、中国ブロックにおいて選出する。

剣道場

競技日程

７月２１日（土）

時　間 内　容 場　所

14：30～14：45 受付 １Fロビー
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　（４）試合時間は３分。勝敗が決定しない場合は延長戦を行う。

　　　 延長時間は２分、延長１回で勝敗が決しない場合は、審判員の判定とする。
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剣道場

式次第

開会式 閉会式

１、選手整列 １、選手整列

２、開会宣言 ２、成績発表並びに表彰

３、主管地挨拶 ３、閉会宣言
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県名 選手・監督 段級位 勤務先・学校名

監督 永井 弥生 ナガイ ヤヨイ 錬士 広島市立安西中学校

大将 大上 みなみ オオウエ ミナミ 二段 比治山女子高等学校

中堅 高橋 更紗 タカハシ サラサ 初段 比治山女子高等学校

先鋒 佐藤 心美 サトウ モトミ 無級 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

監督 橋本 裕子 ハシモト ヒロコ 三段 山口県立下関総合支援学校

大将 吉富 文音 ヨシドミ アヤネ 1級 山口県立長府高等学校

中堅 森永 妃奈 モリナガ ヒナ 初段 山口県立長府高等学校

先鋒 薬丸 知美 ヤクマル トモミ 初段 山口県立長府高等学校

監督 西尾 芳子 ニシオ ヨシコ 五段 鳥取市立用瀬小学校

大将 市川 涼日 イチカワ スズカ 1級 鳥取県立鳥取西高等学校

中堅 國武 萌樺 クニタケ モエカ 3級 鳥取県立鳥取西高等学校

先鋒 平田 朱彌 ヒラタ アカネ 無級 鳥取敬愛高等学校

監督 福田 絵里 フクダ エリ 四段 株式会社島根銀行

大将 森本 あか音 モリモト アカネ 1級 出雲北陵高等学校

中堅 原 出穂 ハラ イズホ 1級 出雲北陵高等学校

先鋒 青戸 真実 アオト マミ 1級 出雲北陵高等学校

監督 山根 文恵 ヤマネ フミエ 錬士 岡山県美作高等学校

大将 徳地 紅音 トクチ アカネ 1級 岡山県立興陽高等学校

中堅 青井 千莉 アオイ チリ 初段 岡山県美作高等学校

先鋒 橋本 知歩 ハシモト チホ 1級 岡山県立後楽館高等学校

５
岡
山
県

氏名 フリガナ

１
広
島
県

２
山
口
県

３
鳥
取
県

４
島
根
県
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県名 １　広島 ２　山口 ３　鳥取 ４　島根 ５　岡山 勝数 勝者数 勝本数

１　広島

２　山口

３　鳥取

４　島根

５　岡山

負数

負者数

負本数

勝者数

勝本数

　　　　＊勝ち・・・○　　負け・・・×

順位決定方法

　（１）勝数の多い県

　（２）(1)で同等の場合は、勝者数の多い県。

　（３）(2)で同等の場合は、勝本数の多い県。

　（４）(3)で同等の場合は、負数の少ない県。

　（５）(4)で同等の場合は、負者数の少ない県。

　（６）(5)で同等の場合は、負本数の少ない県。

　（７）(6)で同等の場合は、代表決定戦を行い、必ず勝敗を決する

試合順序
第１試合 ２山口 ー ５岡山

第２試合 ３鳥取 ー ４島根

第３試合 1広島 ー ５岡山

第４試合 ２山口 ー ３鳥取

第５試合 1広島 ー ４島根

第６試合 ５岡山 ー ３鳥取

第７試合 ４島根 ー ２山口

第８試合 1広島 ー ３鳥取

第９試合 ４島根 ー ５岡山

第１０試合 1広島 ー ２山口

とする。 ＊団体試合の記入方法は  

順位
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第１試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第２試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第３試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第４試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第５試合

県名 勝者数 総本数 勝負

山口

岡山
橋本　知歩 青井　千莉 徳地　紅音

広島

岡山
橋本　知歩 青井　千莉 徳地　紅音

鳥取

島根
青戸　真実 原　出穂 森本　あか音

先鋒 中堅 大将

佐藤　心美 高橋　更紗 大上　みなみ

先鋒 中堅 大将

広島

島根
青戸　真実 原　出穂 森本　あか音

山口

鳥取
平田　朱彌 國武　萌樺 市川　涼日

先鋒 中堅 大将

薬丸　知美 森永　妃奈 吉富　文音

平田　朱彌 國武　萌樺 市川　涼日

先鋒 中堅 大将

佐藤　心美 高橋　更紗 大上　みなみ

先鋒 中堅 大将

薬丸　知美 森永　妃奈 吉富　文音

順位
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第６試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第７試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第８試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第９試合

県名 勝者数 総本数 勝負

第１０試合

県名 勝者数 総本数 勝負

岡山

先鋒 中堅 大将

橋本　知歩 青井　千莉 徳地　紅音

広島
佐藤　心美 高橋　更紗 大上　みなみ

鳥取

島根

平田　朱彌 國武　萌樺 市川　涼日

先鋒 中堅 大将

青戸　真実 原　出穂 森本　あか音

薬丸　知美 森永　妃奈 吉富　文音

先鋒 中堅 大将

山口

岡山

広島
佐藤　心美 高橋　更紗 大上　みなみ

薬丸　知美

鳥取

島根

平田　朱彌 國武　萌樺 市川　涼日

先鋒 中堅 大将

青戸　真実 原　出穂

山口

森永　妃奈 吉富　文音

森本　あか音

橋本　知歩 青井　千莉 徳地　紅音

先鋒 中堅 大将
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