第 17 回全日本ベテランフェンシング選手権大会（個人戦）
兼 第 33 回 滝口杯ベテランフェンサーズ選手権
開催要項

本事業はスポーツ振興くじの助成金を受け実施します
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公益社団法人日本フェンシング協会
東京都フェンシング協会
東京都港区
早稲田大学フェンシング部稲光会
明治学院大学、港区フェンシング協会
2016 年 11 月 26 日（土）～27 日（日）
明治学院大学 体育館 (後記・案内図参照)
〒108 -0071 東京都港区白金台１丁目２番 37 号
〔交通〕 東京メトロ南北線 白金台駅または白金高輪駅 から徒歩 7 分
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩 7 分
JR 品川駅または目黒駅から徒歩 20 分またはバス約 8 分
８．日 程 (暫定版・・・参加人数確定後更新する場合があります)
11 月 26 日（土）
9：00～11：00
会場設営
10：00～11：00
技術委員会・審判委員会
10：00
開場
11：00
男子エペ 女子サーブル 女子フルーレ
最終コール
11：15～11：30
開始式
11：30～18：00
男子エペ 女子サーブル 予選～決勝
女子フルーレ 予選～決勝
表彰式
11 月 27 日（日）
9：00
開場
9：30
男子サーブル 女子エペ 最終コール
10：00～14：30
男子サーブル 女子エぺ 予選～決勝
13：00
男子フルーレ 最終コール
13：30～17：00
男子フルーレ 予選～決勝
表彰式
※女子フルーレは女子サーブル終了後、男子フルーレは男子サーブル終了後に開始します。
も競技開始時間が早まる場合があります。1 時間程度早めに準備してください。
９． 種目および種別
(1)各種目とも男女別、年代（カテゴリー）別に実施する。

(2) ただし、参加人数が少ない場合等には、技術委員会（ＤＴ）の判断により、年代(カテゴリー)を統合し
てプール戦・トーナメント戦を実施する場合がある。 組合せ･ハンディ等については当日通知する。
種目
年代（カテゴリー）
プール戦
トーナメント戦
男 子
フルーレ
（Ａ）40 歳以上 49 歳以下
5 本先取
10 本先取
（Ｂ）50 歳以上 59 歳以下
エペ
（Ｃ）60 歳以上 69 歳以下
サーブル
（Ｄ）70 歳以上
女 子
フルーレ
（Ａ）35 歳以上 49 歳以下
5 本先取
10 本先取
（Ｂ）50 歳以上 59 歳以下
エペ
（Ｃ）60 歳以上 69 歳以下
サーブル
（Ｄ）70 歳以上
※各カテゴリーは、2016 年 12 月 31 日時点での満年齢で決定する。 「12.参加資格」を参照。
１０．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を準用す
るが競技方法については次項に定めるルールを適用する。
※サーブルは新ルールを適用する。
（スタート時は開始線に後ろ足を付ける。審判器の同時トゥシュ反応時間は新ルール調整済を適用。）
１１．競技方法
注意）参加選手数等により、試合方法を変更する場合がある。変更は当日技術委員会より発表する。
(1) プール戦
①各種目とも男女別、年代（カテゴリー）別にプール戦を行う。
②原則として 7 人または 6 人プールとする。
③各試合（マッチ）は、3 分間、5 本先取とする
(2) トーナメント戦
①各種目とも男女別、年代（カテゴリー）別にトーナメント戦を行う。
②トーナメント戦への進出は、各種目ともプール戦の 70％以上とする。ただし 70％が 16 人以下の
場合は（全員）32 人以下とする。
1 各試合 2 セット×3 分間とし、10 本先取とする。
2 第 1 セットと第 2 セットの間に、1 分間のインターバルタイムを与える
（サーブルは一方の選手が 5 ポイントに達したときに、1 分間のインターバルタイムを与える）
１２．参加資格
(1) 各種目とも各クラス（カテゴリー）に該当する年齢であること
① 男子
生年
～1946.12/31 1946.1/1
～ 1956.1/1
～ 1967.1.1
～
1956.12/31
1966.12/31
1976.12/31

カテゴリー
② 女子
生 年

カテゴリー

D

C

～1946.12/31 1946.1/1
1956.12/31

D

C

B

A

～ 1956.1/1
1966.12/31

～ 1967.1.1
1981.12/31

B

A

～

(2) 全ての参加選手・監督は、2016 年度（公社）日本フェンシング協会登録済みであること。
(3） ただし、外国人選手については、登録各国のＮＦに登録している者で 2016－2017 の FIE ライセン
スを保有している者は参加できる。
１３．表 彰
➀ 男女フルーレ・エペ・サーブル 3 種目の年代（カテゴリー）別に 1 位、2 位、3 位(2 名)を表彰する。
➁ 成績優秀選手に早稲田大学稲光会より滝口杯を授与する。

１４．用 具
(１) ＦＩＥ競技規則第１編第４章 選手の装備
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。」ことを理解して試合に臨むこと。
(2） 用具検査、 ユニフォーム等
用具検査はピスト上にて審判員が行う。試合開始前に選手のユニフォーム・プロテクタ・マスク等の
劣化やほころび等を確認する。その際、劣化やほころび等があると認められた場合、選手はイエロ
ーカードの警告を受け、適正なものに交換しなければならない。
１５．参加申込
Ｗｅｂ登録による参加申し込みとします。
(1) 申込期間 10 月 25 日(火)～11 月 10 日(木)の期間とする。
(2) 参加費
1 種目 5,000 円
※2 種目参加の場合は 8,000 円とする
※3 種目出場の場合は 10,000 円とする
(3) Ｗｅｂ登録による参加申込みは、
2016 年 11 月 10 日（木）までに以下リンク先より申し込み手続きをする事
http://fencingwebentry-cnc.cns.ne.jp/201611260035.html
※注意事項：
1） 申込開始期日（10/25）以前での申込・アクセスはできない。
2） コンビニ払込票紛失や宛名不明の場合、再発行手数料がかかります。
3） Web での入力は、きちんと確認の上、完了してください。
※ 確認メールで内容に誤りがあった場合は、
速やかに Web エントリー事務局宛（fencing-jimukyoku@cnetcom.co.jp）にメ
ールにてご連絡ください。

参加申込方法の手順は、以下となります。
1)「申込ページ」に必要事項を入力
2)「確認画面」にて申込内容を確認

※協会登録番号は、16 で始まる 9 桁の番号

※ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを正しく入力されていない場合、
確認ﾒｰﾙを受信することができないので
十分注意してください。

3)「完了画面」が表示されると、Ｗｅｂでの登録が完了
※ Web 登録は 11/10 までに行って下さい.
※ 自動返信メールで登録内容を再確認して
ください。

4) コンビニ払込請求はがきがお手元に届きましたら速やかにコンビニ店舗で
お支払いください
※ｺﾝﾋﾞﾆでの控えが領収書となっていますので
大切に保管してください。
別途、領収書の発行は致しません。

１６．参加上の注意
1 参加選手は本協会ホームページ等に、氏名・競技に関する写真等を掲載することを予め了承するも
のとする。
2 参加申込後、やむ得ない事情等により出場を辞退する場合は、当該出場種目開始日の 48 時間前まで
に、（公社）日本フェンシング協会 事務局に対し文書（郵送またはファクシミリ）にて申し出ること。
3 参加申込期間を過ぎての申込者等の特例について、
（公社）日本フェンシング協会の判断により、参加を認める場合が有る。その場合、参加者は、出場費とと
もに、1 種目につき\3,000 を支払わなければならない。
１７．組合せ、シード等
① 2015 年度全日本ベテラン選手権および 2016 年世界ベテラン選手権の成績を考慮し、技術委員会で
決定する。
１８．宿泊・弁当
各自が手配するものとする。主催者において斡旋等は行わない。
１９．安全管理
➀ 参加者は競技会の全般における安全管理について、特に留意して臨むこと。
➁ 各選手および監督・コーチとして事前に登録する者には主催者が競技会における傷害保険を付保
する。
２０．体験教室について
日本フェンシング協会の公開事業として、港区民を対象とした初心者体験教室を、全日本ベテラン選手
権大会と同会場内で実施する。
主管：港区フェンシング協会 東京都フェンシング協会 明治学院大学フェンシング部
日程：11 月 26 日(土)、集合１３：４５、開始 14：00～15：30 小学校 5 年生～中学 3 年生を対象
11 月 27 日(日)、集合 13：00、開始 １3：15～14：45 高校生以上、大学生、社会人を対象
申込： 期限は 2016 年 11 月 10 日(木)となります。申込については 10 月 28 日に日本フェンシング協
会 HP に掲載します。また案内チラシを港区高輪地区総合支所そのた区内主要施設にて配布し
ます。

２１．全日本ベテラン選手権大会に関する質問等
※原則としてメールにてお問合せ下さい。
※あて先： info@fencing-jpn.jp 宛とし、「件名 2016 全日本ベテラン問合せ」を記載すること。
他の名称および電話では担当窓口に伝達することができなくなります。
※本件連絡先：
〒150-8050 東京都渋谷区神南 1 丁目 1 番 1 号 岸記念体育会館内
（公社）日本フェンシング協会 ベテラン委員会
TEL：03-3481-2378 FAX：03-3481-2379
以上
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