
 第 73回全日本フェンシング選手権 

 （個人戦・選抜）開催要項 ED32から ED16に変更 

 

新型コロナウイルス感染症の拡散が収まらない状況が続いておりますが、大会開催にあたり、医療、

運営関係者とも開催決定以降、協議を進め、感染症対策を検討してまいりました。 

今回、新型コロナウイルス感染症が拡散している現状を踏まえ、出場選手への感染予防、安全を第

一に考慮し、全選手にPCR検査を導入することと致しました。 

導入にあたり、トーナメント３２名にて1日2種目の競技日程ですと当日朝からのPCR検査に多く

の時間が費やされ、当日中の試合終了が厳しく、トーナメント戦を１６名からの大会と制限して、

変更することとなりました。尚、今年度全日本選手権個人戦はランキング対象大会から外します。 

ご準備されていた選手の皆様には大変申し訳ありませんが、現在の状況を鑑み、何卒、ご理解頂き

ますようお願い致します。変更日程は下記の通りとなります。当日のPCR検査により予選日での選

手最終コールは検査時間内と致します。 

 

１．主 催 公益社団法人日本フェンシング協会 

２．後 援 東京都、スポーツ庁（予定） 

３．期 日 予選日（無観客試合） 

  2020年9月17日（木）女子エペ・男子サーブル ED16から準決勝まで 

9月18日（金）男子フルーレ・女子サーブル ED16から準決勝まで 

9月19日（土）女子フルーレ・男子エペ ED16から準決勝まで 

決勝日 9月26日（土）※ ニューピアホール LIVE配信（無観客試合） 

            港区海岸1－11－1ニューピア竹芝ノースタワー１F 

男子サーブル・女子エペ・男子フルーレ決勝 

女子フルーレ・女子サーブル・男子エペ決勝 

４．参加資格 新型コロナウイルス感染症の影響により、各ブロック予選、推薦による各種目

 ７７人による通常開催は難しいと判断し、参加資格を次の通りとする。 

(1) 全ての参加選手・監督・コーチは2020年度（公社）日本フェンシング協会

登録済みの者とする。 

(2) 各種目とも、以下の通り出場資格を付与する。 

① 2020年 4月 1日現在、（公社）日本フェンシング協会（FJE）各種目シニ

アランキング男女、上位16位までを出場選手として推薦する。 

② 選考された 16 名の内、出場を辞退した選手がいた場合、ランキングを繰

り下げて16名とする。（カデ・ジュニアランキングの推薦は行わない） 

５．会 場 （予選）駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館（無観客） 

〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 

TEL 03－3421－6199 

 （決勝） ※ ニューピアホール （無観客試合） 

港区海岸1－11－1ニューピア竹芝ノースタワー１F 

選手はバックヤードから入場となります。大会関係者以外は体育館へ入場は出来

ません。アリーナ入口にて参加資格をチェックして、検温、消毒後、入場とする。 

※選手は大会２週間前から検温をお願い致します。エントリー入力時に検温シー

トを添付致します。 

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールをお願いします。 

各種目男女決勝の詳細なスケジュールは、決定次第、発表する。 

 



６．日 程 予選 （選手入場は体育館バックヤード、こちらでPCR検査を行います） 

9月16日（水）  9：00 開場 スタッフ集合 床養生 

10：00～ ピスト、審判器、ビデオ設営 

13：00～14：00 関係者打合せ 

14：00～17：00 運営リハーサル 

18：00 退館 

9月17日（木）  8：30～ 

9：30 

 

開場 女子エペ選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、 武器検査開始 

10：45～13：30 女子エペED16～準決勝まで 

12：30～13：30 

 

男子サーブル選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、武器検査開始 

14：50～16：55 ED16～準決勝まで 

9月18日（金）  8：30～ 

9：30 

 

開場 男子フルーレ選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、 武器検査開始 

10：45～13：30 男子フルーレED16～準決勝まで 

12：30～13：30 

 

 

女子サーブル選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、武器検査開始 

14：50～16：55 女子サーブルED16～準決勝まで 

9月19日（土）  8：30～ 

9：30 

開場 女子フルーレ選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、 武器検査開始 

10：45～13：30 女子フルーレED16～準決勝まで 

12：30～ 

13：30 

 

男子エペ選手受付（コール） 

PCR 検査へ 待機場所にて検査終了ま

で待機、武器検査開始 

14：50～17：15 男子エペED16～準決勝まで 

決勝 

9月26日（土） 10：00～17：00 男子サーブル・女子エペ・男子フルーレ 

女子エペ・女子サーブル・男子エペ決勝 

※ 9月は例年、台風が多く発生し、予選日の中で交通機関がストップするなど、

予期せぬ災害で当日、競技が出来ない日がある場合が考えられます。その際

は別途、26日（土）の決勝日前までに日時を変更して、開催を検討致します。

詳細は追って出場選手にお知らせ致します。 

７．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。 

８．競技方法 (1) 無観客試合とし、選手の帯同は監督またはコーチ1名とする。 

(2) 各種目16名、ランキングによるエリミナシオン・ディレクト方式で行う。 

(3) 武器検査は当日、試合会場にて行う。 

(4) エリミナシオン・ディレクトは各試合3セット（サーブルは8本先取で１分

間休憩）、15本先取とする。 

(5) 出場選手の最終コールは該当種目受付時間内（PCR検査時間）とする。 

  受付（体育館バックヤード）後、待機場所で結果判明迄、待機する。 



⑹トーナメント組み合わせは締め切り後、抽選（シャッフル（Randomize seeds）

を行い、９月７日(月)午後１時に発表する。 

９．表 彰 優勝者には優勝杯・メダル・賞状、2位・3位にはメダル・賞状を授与する 

10．用 具 (1) FIE競技規則第1編第4章 選手の用具（武器－用具－衣服） 選手の責務 

ｔ20-1 選手は、自己の責任のもとに、又、危険を覚悟で武器、用具、衣服を

着けてフェンシングを行う。の競技規則および、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事を十分に理

解して試合に挑むこと。 

※ ルール・審判委員会2018年9月6日付け「胸部保護具他に関する規則

適用について」2019年9月11日「電気サーブル用グローブに関する規定

ついて」に準ずる。 

(2) 用具検査は、次の日程で行う。 

検査日時 実施種目 検査対象用具 

9月17日（木） 

  8：30～試合開始まで 

  午前 女子エペ 

  午後 男子サーブル 

検 

査 

は 

当 

日 

実 

施 

種 

目 

と 

す 

る 

・剣           （４本） 

・ボディーワイヤー    （３本） 

・ユニフォーム      （2着） 

・メタルジャケット    （２着） 

・マスク         （２個） 

  フルーレ・エペ・サーブル 

・マスクケーブル 

 フルーレ・サーブル   （3本） 

・電気サーブル用グローブ （２個） 

 

9月18日（金） 

  8：30～試合開始まで 

  午前 男子フルーレ 

  午後 女子サーブル 

9月19日（土） 

  8：30～試合開始まで 

  午前 女子フルーレ 

  午後 男子エペ 

※ 検査対象用具は、過去の合格シール・ゼッケンなど全て取り外しておく

こと。 

※ 剣・マスク・ボディーワイヤー・メタルジャケット・マスクケーブルの

検査対象用具数量の上限は、それぞれの種目ごとの上限とする。 

(3) 各マッチ前の用具検査 

審判員（主審）は、FIE競技規則（2018年12月更新版）用具規定ｔ47に則り、

選手の武器、服装、及び用具を検査する。 

11．参加申込 参加費 1種目 10,000円（保険料含む） 

Ｗｅｂ登録による参加申し込みとする。 

(1) 申込み期間 

2020年8月24日(月)～9月2日(水)17時までの期間とする。 

(2) Ｗｅｂ登録による参加申込みは、2020年9月2日(水)17時までに以下のリ

ンク先より申し込み手続きをすること。 

http://fencingsystem.jp/fes/ 

※ 注意事項 

① 申込開始期日（8/24）以前での申込はできない。 

② 大会申込み期日を過ぎてのエントリーは、認めない 

但し、参加予定選手が怪我等により、エントリー後、やむを得ず棄権と 

なった場合にはランク下位の選手を繰り上げる場合がある。 

③ 支払いは大会前日までに行うこと。 

コンビニ決済ではハガキが届き次第、入金すること。 



④ 事前に協会登録を済ませた選手のみ登録が出来ます。 

※ 自動返信メールで内容に誤りがあった場合は、速やかにメールにてご連

絡ください。 

⑤ 詳しい協会登録・試合登録の方法は下記マニュアルを参照して下さい。 

http://fencingsystem.jp/fes/manual/ 

⑥ 参加申込方法の手順は、以下となります。※協会登録を済ませていない場

合は⑤へ 

1) ｢フェンシング登録サイト(http://fencingsystem.jp/fes/）」にログイン 

2) 該当の団体の「管理」をクリック 

3) 左側メニューの「試合登録」の中の「新規試合登録」をクリックし、該

当の大会の「登録」をクリック 

4) 出場する選手と種目を選択して「確認」をクリック 

※ 事前に協会登録が済んでいない選手は表示されません。 

※ 複数の種目に複数の選手を一括登録できます。 

5) 「確認画面」にて申込内容を確認 

6) お支払い方法を「クレジットカード」「コンビニ・郵便局払込み票」から

選択 

7) 「クレジットカード」の場合は必要事項を入力して決済を完了。 

8) 「完了画面」が表示されると、Ｗｅｂでの試合登録が完了。 

「コンビニ・郵便局払込み票」の場合は9月13日（日）までにお支払いを

お願いします。（予定） 

※ 参加費入金後の返金はいかなる場合も行わない。 

※ 自動返信メールで登録内容を再確認してください。 

※ 試合登録の領収証は「試合登録」の中の「登録状況確認・領収証」か

ら一度だけダウンロードすることが出来ます。 

⑦ 協会登録の手順は下記となります。 

1) 「フェンシング登録サイト（http://fencingsystem.jp/fes/）」で、メー

ルアドレスを入力しパスワードを発行。 

2) 該当の団体の「管理」をクリック 

3) 左側メニューの「協会登録」の中の「2020年度協会登録」をクリック。 

4) 昨年度の会員を「検索」または「新規追加」して登録者リストを作る。 

5) 「確認画面」にて申込内容を確認 

6) お支払い方法を「クレジットカード」「銀行振込」から選択 

7) 「クレジットカード」の場合は必要事項を入力して決済を完了 

8) 「完了画面」が表示されると、協会登録が完了。「銀行振込」の場合は速

やかにお支払いをお願いします。 

※ 自動返信メールで登録内容を再確認してください。 

 

※ 協会登録の領収証はから一度だけダウンロードすることが出来ます。

問合せメールアドレスは下記の通りです。 

touroku@fencing-jpn.jp  登録録事務局 宛て 

12．参加上の注意 (1) 参加選手は報道用データ提供及びプログラム作成等に使用するため、参加選 

手の写真及びデジタルデータを提供するとともに、目的の範囲内での使用を了

承するものとする。 

(2) 参加申し込み後、諸事情により余儀なく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て文

書（郵送又はファックシミリ）にて申し出ること。申し出なく棄権した場合は、

http://fencingsystem.jp/fes/manual/
mailto:touroku@fencing-jpn.jp


ペナルティーとして次年度の全日本選手権大会個人戦の参加資格を失うもの

とする。 

(3) 協会登録は完了していること。 

(4) 申込後、いかなる事由があっても参加費は支払うこと。大会不参加の場合で

も、大会参加費用はお支払頂きます。申し込み後の返金は行わない。 

(5) 未登録者及び申込期間後の参加申し込みは認めない。 

13．ドーピング検査 

(1) 本競技会は、日本ドーピング防止規定に基づくドーピング検査対象大会であ

る。 

本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本ドーピング防止規定に

したがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとみなす。 

(2) 未成年者である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング

検査の実施について親権者から同意を得たものとみなす。 

(3) 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否又は回

避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情よりド

ーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、ドーピング防止

規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、

日本ドーピング防止規定に基づき制裁等を受ける事になるので留意すること。 

(4) 日本ドーピング防止規定の詳細内容およびドーピング検査については、公益

財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト 

(http://www.playtruejapan.org)にて確認すること。 

(5) アンチドーピングに係る基礎知識の習得に「ADEL」というeラーニングのペ

ージが掲示されていますのでご活用下さい。 

14．宿泊・弁当 各自が手配するものとする。主催者においての斡旋等は行わない。 

15．安全管理 参加者は競技会全般における安全管理について、特に留意して臨むこと。 

(1) 各選手・監督には主催者が競技会における傷害保険に加入する。 

(2) 各選手は、事前にスポーツ傷害保険等他の保険に加入すること。 

16．問い合わせ (1) メールによる問い合わせは、info@fencing-jpn.jp宛とし、 

件名を『73全日本個人問い合わせ』と記載すること。 

※ 原則として、メールにて問い合わせをお願い致します。 

 

※ 新型コロナ感染症の感染対策のため、体育館の使用方法及び試合方法について制限されることが

ありますので、ご了承おき下さい。 

※ 新型コロナウイルス感染症による第２波での拡散が続いた場合、開催内容の変更もしくは中止と

なる事をご承知おき下さい。尚、申し込み後、中止となりました場合には後日、参加費を返金致

します。 

 


