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第 32 回若獅子旗なぎなた大会実施要項 

※前回からの変更点は下線にて示しています。 

日程 

 3 月 28 日（土） 錬成 

錬成受付 11:00 ～  アクシオン福岡メインアリーナ(2F) 

錬成 11:30 ～ 13:45  

監督会議 15:00 ～  アクシオン福岡第４研修室(2F) 

審判会議 16:00 ～  アクシオン福岡第４研修室(2F) 

諸準備 9:00 ～ 17:00 アクシオン福岡第４研修室(2F) 

会場設営 9:00 ～ 17:00 アクシオン福岡メインアリーナ(2F) 

 3 月 29 日（日） 大会 

開場 8:00 

審判集合 8:30 

選手集合 8:35 

入場開始 8:50 

開会式 9:00 

個人試合 9:30 

休憩 12:00 

演技競技 12:30 

小学生表彰式 13:50 

団体試合 14:10 

閉会式 16:30 
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大会進行予定 

 開会式選手集合について 

選手は（試合選手は胴、垂をつけて）選手集合所（サブアリーナ）のプラカードの位置に集

合する。ただし、1～5試合目に出場の選手は会場後方に防具・なぎなたを準備する。 

 入場行進について 

2チームずつ入場する。プラカードは各チームの先頭が持って入場する。 

※集合場所は選手集合所（サブアリーナ）です。並べてあるプラカードの位置に集合して下

さい｡行進は選手委員の指示に従って下さい｡ 

 

選手集合所に集合 ○印はプラカード位置 2チームずつ入場 

  

2チームずつ入場

選手集合所に集合
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年
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 入場行進順序 

1 前回団体試合（高校生）優勝 

県立佐賀東高等学校 

2 前回団体試合（中学生）優勝 

熊本武道館 

3 三重県 県立稲生高等学校 

4 和歌山県 和歌山県連盟 

5 島根県 出雲北陵高等学校 

6 広島県 比治山女子高等学校 

7  比治山クラブ 

8 山口県 県立長府高等学校 

9 香川県 県立琴平高等学校 

10 佐賀県 県立牛津高等学校 

11 長崎県 県立長崎明誠高等学校 

12 熊本県 県立熊本西高等学校 

13 熊本県 秀岳館高等学校 

14  県立八代農業高等学校 

15 大分県 福徳学院高等学校 

16  県立大分西高等学校 

17 鹿児島県 県立川辺高等学校 

18 沖縄県 県立知念高等学校 

19  知念クラブ 

20 福岡県 明治学園高等学校 

21  県立香住丘高等学校 

22  市立福岡女子高等学校 

23  福岡常葉高等学校 

24  中村学園女子高等学校 

25  県立須恵高等学校 

 
1 三重県 三重県連盟 

2 京都府 京都市連盟 

3   京都クラブ 

4 和歌山県 和歌山県ジュニアトレセン 

5   九度山教室 

6   和歌山市雄湊クラブ 

7 岡山県 養徳館 

8   勝央クラブ 

9   勝間田小学校 

10 島根県 出雲北陵中学校 

11   斐川スポーツ少年団 

12   島根県連盟 

13   平田クラブ 

14   松江市連盟 

15 広島県 西城こうじゅ会 

16   三次クラブ 

17   広島クラブ 

18 山口県 江の浦スポーツ少年団 

19   周南スポーツ少年団 

20   今宿クラブ 

21   山口市スポーツ少年団 

22   遠石スポーツ少年団 

23 香川県 高松連盟 

24   屋島スポーツ少年団 

25   満濃スポーツ少年団 

26   満濃中学校 

27   満濃クラブ 

28   琴平中学校 

29   琴平スポーツ少年団 

30 愛媛県 北条クラブ 

31   愛媛武道館教室 

32   松山市連盟 

33   北条スポーツ少年団 

34 高知県 土佐清水クラブ 

35   土佐清水スポーツ少年団 

36 佐賀県 嬉野クラブ 

37   鹿島クラブ 

38   有田クラブ 

39 長崎県 長崎市連盟 

40 熊本県 合志市子供クラブ 

41 熊本県 熊本県連盟 

42  ともえクラブ 

43  熊本市連盟 

44 大分県 大分東部なぎなた 

45  大分大在教室 

46  大分坂ノ市教室 

47  日出町スポーツ少年団 

48  日出町連盟 

49  日出中学校 

50  由布市クラブ 

51  大分県連盟 

52 宮崎県 日向市連盟 

53 鹿児島県 万世中学校 

54  南九州スポーツクラブ 

55  川辺中学校 

56  川辺クラブ 

57  南九州市連盟 

58  鹿児島市連盟 

59  大龍教室 

60  桜島教室 

61 沖縄県 西原クラブ 

62  西原さわふじクラブ 

63  久茂地クラブ 

64  久茂地スポーツクラブ 

65  友愛クラブ 

66  西原東中学校 

67  西原東クラブ 

68  与那原中学校 

69  与那原町スポーツ少年団 

70 福岡県 北九州市連盟 

71  明治学園中学校 

72  美和台クラブ 

73  中村学園女子中学校 

74  和白丘中学校 

75  和白中学校 

76  奈多クラブ 

77  須恵中学校 

78  須恵クラブ 

79  あおばクラブ 
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開閉会式・小学生表彰式 

 開会式 式次第 

開式の辞 大会委員長 砂川 邦子 

国歌斉唱  

優勝旗・優勝杯返還 優勝杯 個人 小学低学年・小学中学年・小学高学年 

中学・高校 

  演技 小学低学年・小学中学年・小学高学年 

中学・高校 

 優勝旗 中学 熊本武道館 

  高校 佐賀県立佐賀東高等学校 

主催者挨拶 大会会長 佐田 正二郎 

役員挨拶 （来賓紹介、祝電披露） 

審判長注意 審判長 砂川 碧 

選手宣誓 前回優勝 佐賀県立佐賀東高等学校 

選手退場 選手委員の指示に従って一斉にサブアリーナに退場する。ただし、

1～5試合目に出場の選手は会場後方に行き、準備する。 

 閉会式 式次第 

入場 会場後方よりプラカードを持って一斉に入場する。 

開式の辞  

成績発表、表彰 一斉表彰を行うので名前を呼ばれた順に前に整列する。 

 演技 中学校 最優秀・優秀 

高校 最優秀・優秀 

 個人試合 中学校女子 優勝・2位・3位 

中学校男子 優勝・2位・3位 

高校 優勝・2位・3位 

 団体試合 中学校 優勝・2位・3位 

高校 優勝・2位・3位 

主催者挨拶  

閉式の辞 大会委員長 砂川 邦子 
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 小学生表彰式 

小学生は演技競技終了後、プラカードを持って会場後方に整列する。その後選手委員の

誘導に従い一斉入場する。表彰は一斉表彰を行うので、名前を呼ばれた順にそれぞれの

表彰場所に進み整列する。（トロフィーの箱は選手集合所サブアリーナで配布） 

成績発表、表彰 演技 小学低学年 最優秀・優秀 

小学中学年 最優秀・優秀 

小学高学年 最優秀・優秀 

 個人試合 小学低学年 優勝・2位・3位・3位 

小学中学年 優勝・2位・3位・3位 

小学高学年 優勝・2位・3位・3位 

 競技進行表 

開始予定時刻 部門 1 コート 2 コート 3 コート 4 コート 5 コート 6 コート 

入場開始 8:50  

開会式 9:00  

個人試合 9:30 小学 

低学年 

11試合 

（含決勝） 

11試合     

小学 

中学年 

   54試合 

（含決勝） 

  

小学 

高学年 

  40試合 

（含決勝） 

  39試合 

中学生 

女子 

45試合 

（含決勝） 

45試合 

（含３決） 

    

中学生 

男子 

     11試合

（含決勝） 

高校生   11試合  39試合 

（含決勝） 

5試合 

所要時間 112分 112分 113分 108分 117分 115分 

休憩 12:00  

演技競技 12:30 小学 

低学年 

4試合 

（含決勝） 

     

小学 

中学年 

6試合 

（含決勝） 

7試合  6試合 6試合  

小学 

高学年 

22試合 

（含決勝） 

20試合     

中学生   32試合 

（含決勝） 

  32試合 

高校生    23試合 

（含決勝） 

22試合  

所要時間 62分 54分 64分 58分 56分 64分 

小学生表彰式 13:50  

団体試合 14:10 中学生 2試合 ２試合  18試合 

（含決勝） 

18試合 

（含 3決） 

2試合 

高校生 6試合 

（含決勝） 

5試合 

（含３決） 

7試合   5試合 

所要時間 102分 87分 105分 108分 108分 87分 

閉会式 16:30  

※進行状況により、時間、及びコート変更がありますので、注意してください。 
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注意事項 

1. 試合進行に注意して試合 15 分前には選手集合所（サブアリーナ）に集合し、選手委

員の誘導に従って下さい。集合に遅れた場合、棄権とみなします。 

2. 不戦勝の宣告は団体試合のみ行います。 

3. 審判員の「始め」の宣告の時には、声援をやめて下さい。審判員や試合者の人格を傷

つけたり、無視したりするような言動は慎んでください。 

4. なぎなた・防具を通路に置かないで下さい。また、なぎなたをドア付近や手すりに立て

かけないで下さい。（立てかけたなぎなたが2階から落下した事故がありますので、取り

扱いには十分ご注意下さい。） 

5. 館内は、裸足での移動、エレベーター使用、通路での防具着脱は禁止です。 

6. 前日の練習時間は 9:00～12:00、場所はサブアリーナです。当日はサブアリーナ（選

手集合所）での練習はご遠慮下さい。 

7. 館内や駐車場での練習は危険ですので厳禁です。 

8. 試合会場（メインアリーナ）選手集合所（サブアリーナ）は 2 階、観覧席は 3 階になりま

す。試合の観覧及び声援は 3 階観覧席から行ってください。例年、コート際で応援す

る人が多く、円滑な試合進行の妨げになっています。 

9. 休憩時間は設けておりますが、昼食は試合の進行を考慮して適宜お取り下さい。 

10. 盗難・誘拐等の事故防止のため、貴重品の管理と年少者の引率は各自で十分にご注

意下さい。 

11. ゴミは各自お持ち帰り下さい。 

12. 喫煙は 1階インフォメーション横の喫煙所に限ります。 

13. 緊急時は場内アナウンスに従ってください。 

14. プラカードは、監督会議前までにサブアリーナにお持ち下さい。また、実施要項をプリ

ントアウトしてお持ち下さい。 

15. 優勝旗・優勝杯返還者は返還の仕方について説明しますので、当日の 8:15 に優勝

旗・優勝杯の準備をして正面にご集合下さい。なお前日お持ちになった優勝旗、優勝

杯は監督会議後お預かりします。 


