第２５回ＪＯC ジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会
兼 201８年世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会
開 催 要 項
１．趣

旨

（公財）日本オリンピック委員会及び（公社）日本フェンシング協会の実施するジュニア強化対策の
一環として、ジュニア競技の資質向上を図り、大会における優秀な選手を表彰するとともに、将来
オリンピック競技大会や世界選手権大会等において活躍できる選手の発掘・育成を目的とする。
なお、2018 年世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会の選考及び、その他の海外遠征試合等
の選考を兼ねる。

２．主
３．主

催
管

（公社）日本フェンシング協会
東京都フェンシング協会

４．後

援

（公財）日本オリンピック委員会

５．協

賛

NEXUS 株式会社

６．期

日

2018 年 1 月 11 日（木） ジュニア部門 男子フルーレ／女子エペ／女子サーブル
2018 年 1 月 12 日（金） ジュニア部門 女子フルーレ／男子エペ／男子サーブル
2018 年 1 月 13 日（土） カデ部門 男子フルーレ／女子エペ／女子サーブル
2018 年 1 月 14 日（日） カデ部門 女子フルーレ／男子エペ／男子サーブル
各日とも 8：30 開場時間／9：20 最終コール／9：40 開会式、開始式／10：00 試合開始
※ただし、状況により時間を変更する場合がある。

７．会

場

駒沢オリンピック公園体育館
〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園 1-1 TEL03－3421－6199

（公財）全国高等学校体育連盟フェンシング専門部

８．競技種目

○カデの部
男女フルーレ、男女エペ、男女サーブル 6 種目 個人戦
○ジュニアの部 男女フルーレ、男女エペ、男女サーブル 6 種目 個人戦

９．試合規則

以下を除き FIE 試合規則に準ずる。

（１）試合方法

（１）１回戦はプール戦 5 本先取。エリミナション・ディレクトは 15 本先取とする。但し、参加者多数の
場合は本数を変更する。
（２）ＦＪＥカデ・ジュニアランキング上位８名（12 月 14 日付）をスーパーシードとし、予選プールを免
除とする。（全日本個人戦ランキングが反映されます。）シード選手はトーナメント 32 より追加で出
場する。予選プール１回戦上位８名はシード選手としトーナメント 32 より出場する。（15 本勝負）

（２）用具検査

（1）武器・用具の事前検査は、マスク(各種目用)のみ行い、その他は主審がピスト上で行う。
その際に不備があった場合は、罰則規定を適用する。事前に武器・用具は、整備しておくこと。
注) ・ 身体に合うユニフォームやメタルジャケットの着用する。
・ マスクは、垂れの内側の布破れ等の無いものを使用する。
・ 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。
・ 剣・ボディーコード・アースコード・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・カフの武器検査を行う。
（2）ユニフォーム・プロテクター・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。

10．参加資格

下記（1）・（2）・（3）・（4）のすべてを満たす者
※出場資格が大幅な変更があるので、十分に注意すること。
(1）日本国籍を有する選手とする。
（2）2017 年 10 月末までに（公社）日本フェンシング協会会員登録済みの者（申請中は不可）
※例年、未登録の選手がいるが、今大会から一切、受け付けないので十分に注意すること。
（3）年齢区分
☆ジュニアの部 2018 年 1 月 1 日時点で 17 歳以上 20 歳未満の者
☆カデの部
2018 年 1 月 1 日時点で 13 歳以上 17 歳未満の者
※カデ区分の選手がジュニアの部に参加することは可能であるが、ジュニア区分の参加資格を得ていること。

（4）下記に示す成績または推薦による参加資格を得ている者。
・競技会の成績はいずれも当該種目と同一の種目、カテゴリーに限定する。
（１）ジュニアの部
①2017 年アジアジュニア・カデ選手権、世界ジュニア・カデ選手権大会に出場した者。
②2017 年度、全日本選手権大会個人戦に出場した者。
③2017 年度、全日本学生選手権大会個人戦に出場した者。
④2017 年度、牧杯ジュニア選手権大会で 8 位内の者。（男女フルーレ）本年度は中止のため対象外
⑤日本学生フェンシング連合より推薦された者（各種目３２名以内）
⑥2017 年度、全国高校総体で個人戦 8 位以内の者。
⑦2017 年度、東京都ジュニア選手権大会において 8 位以内の者。
⑧2017 年度、中日本フェンシング大会（シニア・ジュニアの部）8 位以内の者。
⑨2017 年度、大阪フェンシング大会（一般の部・高校の部）8 位以内の者。
⑩2017 年度、西日本フェンシング選手権大会（シニア・ジュニアの部）8 位以内の者。
⑪2017 年度、全国ジュニア・エペ選手権大会 8 位以内の者。
⑫2017 年度、全国(ｻｰﾌﾞﾙ・ｴﾍﾟ)チャレンジカップ大会(ジュニアの部)8 位以内の者。
⑬2017 年度、錦帯橋 Cup 全国エペジュニア・カデエペ大会（（ジュニアの部）8 位以内の者。
⑭2017 年度、国民体育大会（愛媛）に出場した者。
⑮各支部長が上記の有資格者と同等と判断し推薦した者。（各種目 2 名迄）
（２）カデの部
⑯2017 年アジアジュニア・カデ選手権、世界ジュニア・カデ選手権大会に出場した者。
⑰2017 年度、全日本選手権大会個人戦に出場した者。
⑱2017 年度、全国中学生選手権で 8 位以内の者。
⑲2017 年度、国民体育大会（愛媛）に出場した者。
⑳2017 年度、全国高校総体に個人戦で出場した者。
㉑2017 年度、東京都カデ選手権大会において 8 位以内の者（各種目）。
㉒2017 年度、中日本フェンシング選手権大会（シニア・ジュニアの部）8 位以内の者。
㉓2017 年度、大阪フェンシング大会（一般の部・高校の部）8 位以内の者。
㉔2017 年度、東日本少年フェンシング大会（中学生の部）4 位以内の者。
㉕2017 年度、東北・関東・中四国・九州の各少年大会 4 位以内の者。
㉖2017 年度、全国カデフェンシング大会（水戸）8 位以内の者。
㉗2017 年度、西日本フェンシング選手権大会（ジュニアの部・カデの部）8 位以内の者。
㉘2017 年度、全国カデ・エペ選手権大会 8 位以内の者。
㉙2017 年度、全国(ｻｰﾌﾞﾙ･ｴﾍﾟ)チャレンジカップ大会（カデの部）8 位以内の者。
㉚2017 年度、錦帯橋 Cup 全国エペジュニア・カデエペ大会（（ジュニアの部・カデの部）8 位以内の者。
㉛各支部長が上記の有資格者と同等と判断し推薦した者。（各種目 2 名迄）
（３）ジュニア部門、カデ部門とも強化本部が、特に認めた者。
（４）男女ともフルーレの他に、エペ・サーブルの何れか一種目に参加できる。

※Ｗｅｂエントリー時、参加資格がどの項目になるか、番号 1～31 を選ぶこと。

11．参加申込

Web エントリーとする。
（1） 申込期間
1） 申込期間： 11 月 20 日(月)～12 月 13 日(水)
2） Ｗｅｂ登録による参加申込みは、
2017 年 12 月 13 日（水）までに以下リンク先より申し込み手続きをする事
【ジュニア】のお申込みは以下から
http://fencingwebentry-cnc.cns.ne.jp/201801110051.html
【カデ】のお申し込みは以下から
http://fencingwebentry-cnc.cns.ne.jp/201801130052.html

※注意事項：
1） 申込開始期日（11/20）以前での申込・アクセスはできない。
2） システム上、期日を過ぎた申込は一切受付できない。期限厳守！
3） 入金確認ができない場合、申込は完了とはならないので注意
すること。
4） コンビニ払込票紛失や住所・氏名の不備による宛名不明の場合、
再発行手数料がかかります。
5） 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

※協会登録番号は、17 で始まる 9 桁の番号
必ず協会登録カードで登録番号を
ご確認ください

2)「確認画面」にて申込内容を確認

※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 12/13 までに行って下さい.

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

(2) 参加費（保険料含む） 1 種目 7,000 円
※振込手数料は、参加者負担とする。

① 参加選手は、大会における参加選手の写真及びデジタルデータについて、FJE または
12.参加上の注意

FJE が使用を許可した先が使用することを、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
24 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 申込完了後、いかなる事由があっても参加費の返金は致しかねます。
④ 協会登録が完了していること。
⑤ コール時に、協会登録カードを確認しますので、当日、必ず持参する事。確認できない
場合、大会に参加できない場合があります。

13．表

彰

○ジュニア部門男女フルーレ優勝者にはＪＯＣジュニア・オリンピック・カップを授与する。
○各部門・各種目の 3 位までメダルを授与する。（3 位決定戦を行う）
○各部門・各種目の 8 位まで賞状を授与する。

14．注意事項

2018 年 1 月 10 日（水）は会場での練習等は一切できない。

15．その他

①ＪＯＣより、オリンピアンからの激励を行う予定。
②ＪＡＤＡより、ドーピング防止教育啓発活動のアウトリーチプログラムが行われる。

16．質問等

①大会に関するご質問等は、メールのみ受け付ける。（※電話、ＦＡＸ不可）
※件名に『ＪＯＣカップ問合せ』と明記し、下記メールアドレスへ送信すること。

e-mail: info@fencing-jpn.jp
②要項は、諸事情により変更、修正等を行う場合がある。変更については、本協会ホームペー
ジに掲載するので確認すること。

