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ASIAN COLLABORATIVE TROPHY 2018 
“U14, U12 and U10 Tokyo International Challenge” 

 
 

 大会 
 アジア・コラボレーティブ・トロフィー2018 
 
 主催 

 ASIAN YOUTH FENCING BOARD （AYFB） 
  

 開催趣旨 
近年、アジアにおけるユース層のフェンシング選手は増加の一途をたどっています。 
世界 5大陸で最も多くの若者を有するアジアでは今後もこの流れは続きます。一方で、ア
ジアではユース選手向けの競技会が依然不足しており、特に U14 以下の大会は、サーキ
ット大会も未整備です。この現状はユース選手にとって望ましいものとは言えません。こ
の現状を少しずつでも改善したいと願う、アジアの複数の団体によって私たち ASIAN 
YOUTH FENCING BOARD（AYFB）は組織されました。 
私たちにとって初めてとなる、この小さな競技会を東京で開催し、今後アジアの複数の都
市でも同様の大会の開催を計画しています。 
このシリーズがユース選手達のファーストステップとなること、またチームアジアとして、
アジア全体のレベルアップの機会となることを私たちは強く願っています。 

 
 副組織者 

exdream sports inc. 
Hong Kong Fencing School 

 
 スケジュール 

日付 イベント 備考 
2/23 
金曜日 

フリー練習会 
*全種目の出場選手を受け入れます。 

トレーニング 
開場: 9:00 ‒ 20:00 
 

2/24 
土曜日 

U14 男子エペ, 女子エペ 
U14 男子サーブル, 女子サーブル 
U12 男子エペ, 女子エペ 
U12 男子サーブル, 女子サーブル 
U10 男女混合エペ 

個人戦 
開場: 8:00 
コール開始: 8:30 
競技 9:00 ‒ 18:30 
 

2/25 
日曜日 

U14 男子フルーレ, 女子フルーレ 
U12 男子フルーレ, 女子フルーレ 
U10 男女混合サーブル, 男女混合フルーレ 

個人戦 
開場: 8:00 
コール開始: 8:30 
競技 9:00 ‒ 18:30 

*さらに詳しい情報は後日Web にアップロードされます。https://exdream-sports.com/act 
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 競技会場 

板橋区立中根橋小学校 体育館 
東京都板橋区栄町 14-1 
Google Map : https://goo.gl/maps/661qatG12LE2 

 最寄駅 
- 中板橋駅 (徒歩 7 分) 東武東上線 
- 板橋本町駅 (徒歩 10 分) 都営三田線 

 
 個人戦 

種目 :   
U14 男子フルーレ, 女子フルーレ 
U14 男子エペ, 女子エペ 
U14 男子サーブル, 女子サーブル 
U12 男子フルーレ, 女子フルーレ 
U12 男子エペ, 女子エペ 
U12 男子サーブル, 女子サーブル 
U10 男女混合フルーレ 
U10 男女混合エペ 
U10 男女混合サーブル 
*参加人数により異なるカテゴリが統合される場合があります。 
*複数の種目への出場は可能ですが、1日あたり出場できる種目は 1種目までです。 

試合方式 : 
  プールラウンド 1回 
  トーナメント戦 [最大 30%がプールラウンド敗退] 
   
 
 競技用具 

以下を除き、FIE レギュレーションに従います。 
競技用衣服とマスク : 最小限 350N の耐性と CE マーク 
フルーレのマスク : U10,U12 では電導ビブと非電導ビブのどちらでも使用できます。  
  電導ビブをテープで覆うことも可能です。 
ブレードのサイズ : U10 フルーレでは最大 3号剣まで。 

その他の種目では使用できるブレードのサイズに制限はありません。 
 
安全のため、あなた自身で十分に用具の確認を行ってください。 

  
 表彰 

参加認定証: 全ての参加者 
 順位認定証: 1 位から 8位 
 メダル:  1 位から 3位 (3 位決定戦は行いません。) 
 *U10 男女混合戦は、男女別にそれぞれ表彰します。 
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 参加資格 

 U14 : [2004/1/1 以降に生まれた者] 
 U12 : [2006/1/1 以降に生まれた者] 
 U10 : [2008/1/1 以降に生まれた者] 
 *上位の年齢カテゴリーへの出場も可能です。 
 *複数の種目への出場は可能ですが、1日あたり出場できる種目は 1種目までです。 
 
 出場登録 

以下の exdream sports の Web サイトより登録してください。 
https://exdream-sports.com/act 
*エントリーフォームは 2018 年 1 月 12 日より利用可能です。 
申込締切 : 2018 年 2 月 10 日 
*申込人数が受入上限を超えた場合、抽選となる場合があります。 
*複数の種目への出場は可能ですが、1日あたり出場できる種目は 1種目までです。 

※香港、台湾にお住まいの方は、国ごとに指定するエージェントからエントリーしていただく必要があります。 
 （詳しくは exdream sports inc.へお問い合わせください。） 

 
 出場費 

1 選手、1種目につき 5,000 円または 50US ドル。 
・日本円または USドルいずれでもお支払いいただけます。 
・基本的なスポーツ傷害保険料を含みます。 
出場費は試合会場に設置されるアクレディテーションデスクにて、2/24、2/25 のそれぞれ
競技開始までに支払う必要があります。 
 

 宿泊 
宿泊の手配を希望される場合、指定旅行代理店の「かもめツアー」にご連絡ください。 
*ホテルと試合会場間の輸送は各自で手配してください。 

 
   かもめツアー 
   Phone : 03-3506-0757 
   https://www.kamometour.co.jp/ 
 
 ビザサポート 

日本への入国にビザが必要な方はメールにてご連絡ください。 
   Accreditation desk 
   Email : hello@exdream-sports.com 
   Phone : 03-4405-5722 (9am - 6pm) 
 
 大会言語 

 英語と日本語 
 
 オンライン試合結果 

 2/23 より、オンライン試合結果配信が開始されます。 
https://exdream-sports.com/act 

 
 アンチ・ドーピングポリシー 

 最新のWADA コードに完全に従います。 
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 ACT2018 東京大会事務局/日本国内からの連絡先 

exdream sports inc. 
        （株）エクスドリーム・スポーツ 

2-63-10, Akabane, Kita-ku, Tokyo 115-0045 JAPAN 
  Phone +81-3-4405-5722 
  Email : hello@exdream-sports.com 
 

※香港、台湾にお住まいの方は、国ごとに指定するエージェントからエントリーしていただく必要があります。 
※エージェントを利用する必要のある国は今後追加される場合があります。 
 （詳しくは exdream sports inc.へお問い合わせください。） 
 


