
第２８回ＪＯＣジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会 

兼 2021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 案 
 

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、2021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。 

「2020-2021FJEランキング及び日本代表選手の選考について」をご参照ください。 

https://fencing-jpn.jp/news/23715/  

２．主  催 （公社）日本フェンシング協会 

３．主  管 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  （公財）全国高等学校体育連盟フェンシング専門部 

５．期  日 2021年 1月 7 日（木） ジュニア部門 男子フルーレ／女子エペ／女子サーブル 

2021年 1月 8 日（金） ジュニア部門 女子フルーレ／男子エペ／男子サーブル 

2021年 1月 9 日（土） カデ部門 男子フルーレ／女子エペ／女子サーブル 

2021年 1月 10日（日） カデ部門 女子フルーレ／男子エペ／男子サーブル 

各日とも種目により入場時間、最終コールは異なるので注意すること。 

開会式、開始式は行わない。 

フルーレ入場時間  8：30 ／ 最終コール  9；20 ／ 試合開始 10：00 

エペ・サーブル入場時間 10：30 ／ 最終コール 11：20 ／ 試合開始 12：00 

※ ただし、状況により時間を変更する場合がある。 

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、無観客試合とする。 

６．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 TEL 03－3421－6199 

今後、新型コロナウイルス感染症の拡散により自粛要請が発令され、使用出来ない等、 

（公社）日本フェンシング協会の判断で中止となることがあることをご承知おきください。 

※ 選手・コーチは大会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

トをダウンロードして当日持参ください。 

試合当日、健康チェックシートの提出をお願い致します。 

※ 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。 

７．競技種目 （1）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 

（2）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 

８．参加資格 新型コロナウイルス感染症の影響により、参加資格となる多くの大会が中止となり、通常開

催は難しいと判断し、参加資格を次の通りとする。 

下記（1）・（2）・（3）・（4）のすべてを満たす者 

（1）日本国籍を有する選手とする。 

（2）2020年 10月末日までに（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） 

（3）年齢区分 

① ジュニアの部 2021年 1月 1日時点で 17歳以上 20歳未満の者 

② カデの部 2021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。 

 

 

https://fencing-jpn.jp/news/23715/


① ジュニアの部 

ａ．2020年 4月時点のジュニアランキング上位の選手に参加資格を与える。 

〇 ジュニア男子フルーレ 48位まで 〇 ジュニア女子フルーレ 48位まで 

〇 ジュニア男子エペ 32位まで 〇 ジュニア女子エペ 32位まで 

〇 ジュニア男子サーブル 32位まで 〇 ジュニア女子サーブル 32位まで 

ｂ．2020年度、全日本選手権大会個人戦に出場した者。 

ｃ.（公社）日本フェンシング協会より出場の推薦を受けた者。 

② カデの部 

ａ．2020年 4月時点のカデランキング上位の選手に参加資格を与える。 

〇 カデ男子フルーレ 48位まで 〇 カデ女子フルーレ 48位まで 

〇 カデ男子エペ 32位まで 〇 カデ女子エペ 32位まで 

〇 カデ男子サーブル 32位まで 〇 カデ女子サーブル 32位まで 

ｂ．2020年度、全日本選手権大会個人戦に出場した者。 

ｃ．2020年東北・関東・中四国・九州の各少年大会 4位以内の者。 

（※中止となりました大会の中で、ブロック推薦に値する選手がおりましたら、 

（公社）日本フェンシング協会 kyougikai@fencing-jpn.jp までご連絡下さい。 

ｄ．2019年全国中学生大会 8位までの選手に参加資格を与える。 

 「日本国籍以外の選手（対象外）が 8位以内でも、下位からの繰り上げは行わない」 

ｅ.2019 年全国小学生大会 3位までの選手に参加資格を与える。 

（但しカデの部、2021年 1月時点、年齢区分 13歳以上とする） 

「日本国籍以外の選手（対象外）が 3位以内でも、下位からの繰り上げは行わない」 

ｆ.（公社）日本フェンシング協会より出場の推薦を受けた者。 

 （ｃ.以外のブロック「北信越・東海・近畿」でブロック推薦に値する選手がおりま

したら、ご連絡ください） 

③ 男女とも、何れか１種目に参加出来る。2種目の参加は認めない。 

※ 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（ジュニアでのカテゴリー、フルーレ、エペ、サーブルいずれ

か 1種目で参加できる） 

※ 参加資格のある選手がエントリーせず、棄権となった場合、下位からの繰り上げは

行わない。 

※ 参加資格が重複していても下位からの繰上は行わない。 

９．参加申込 参加費（保険料含む） 1種目 7,000円 

※Ｗｅｂエントリー時、参加資格がどの項目になるか、ジュニアの部①a～c、カデの部 

②a～fを選ぶこと。  

（1）Ｗｅｂ登録による参加申込みは、2020年 11月 16日（月）～12月 15日（火）までに

以下のリンク先より申し込み手続きをする事。 

http://fencingsystem.jp/fes/ 

（2）注意事項 

① 申込開始期日（11/16）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、12月 15日(火)までとする。支払いは 12月中に行うこと。 

コンビニ決済ではハガキが届き次第、入金すること。 

③ 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。 

④ 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/ 

⑤ 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④へ 

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

ｂ．該当の団体の「管理」をクリック 

ｃ．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 

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


ｄ．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 

ｅ．「確認画面」にて申込内容を確認 

ｆ．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 

ｇ．「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 

ｈ．「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 12月 21日（月）までにお支払いをお願

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。 

※ 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。 

⑥ 協会登録の手順は下記となります。 

ａ．「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。 

ｂ． 該当の団体の「管理」をクリック 

ｃ．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。 

ｄ．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。 

ｅ．「確認画面」にて申込内容を確認 

ｆ．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 

ｇ．「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 

ｈ．「完了画面」が表示されると、協会登録が完了。「コンビニ・郵便局払込み票」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 

10．試合規則 以下を除き FIE試合規則に準ずる。 

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。 

（1）試合方法 

① １回戦よりエリミナション・ディレクト方式とし、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。ランキング16位までの選手はシードとして、 

16位以下は当日、抽選（シャッフル Randomize seeds）で組み合わせを決定する。 

プール戦は行わない。 

② 選手 1名につき、コーチ 1名が帯同できる。コーチは事前にエントリーをお願い致

します。（エントリー方法は後日、お知らせ致します。） 

※ 観客席からの応援は出来ません。試合終了後、速やかに退出をお願い致します。 

（2）用具検査 

① 武器・用具の検査は、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。 

ａ． 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。 

ｂ． マスクは、垂れの内側の布破れ等の無いものを使用する。 

ｃ． 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。 

ｄ． 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

mailto:touroku@fencing-jpn.jp


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。 

11．参加上の （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 

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）WEB参加申込後、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。 

但し、新型コロナウイルス感染症の拡散により体育館使用が出来ない等、中止せざる

を得ないと判断した場合は返却致します。 

12．新型コロナ （1） 無観客試合とする。選手・コーチ以外は体育館には入場できません。 

  ウイルス （2） 会場入口で健康チェックシート(検温 2週間)の提出のない選手・コーチは入場できま 

  感染予防 せん。エントリー入力時、コーチ、選手名の横に健康チェックの為の googleフォーム 

 対策 へ飛ぶ URLがあります。こちらの URLを各コーチ、選手にご共有いただき（コピー＆

ペースト）、試合日までにご提出ください。（送信は一度のみ） 

   （3） 会場入口での検温で 37.5 度以上の発熱がある選手・コーチは入場できません。 

（4） 選手 1名に付きコーチ 1名には ADカードを渡します。ADカードのない者は入場出来

ません。 

（5） 更衣室は女子が使用することとし、人数を制限します。事前に着替えを済ませてから 

来場をお勧めします。 

（6） 待機中の選手・コーチはマスクを着用して、他の選手・コーチとの会話を控えて下さ 

い。指定場所にて待機し、他選手の応援のための移動は出来ません。 

（7） トーナメントで敗退した選手は速やかに会場より退出をお願い致します。 

（8） 選手は原則として競技中に発声してはいけません。マスク内に飛沫防止シールドの装

着を推奨する。 

（9） 試合中、ユニフォーム、グローブで汗を拭かないこと。タオルにて汗を拭く。 

（10）試合終了時、選手、コーチはベンチの消毒をお願い致します。 

（11）会場は換気のため、定期的に開放します。防寒着等寒さ対策を十分に行ってください。 

※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致します。 

13．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。 

14．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。 

15．本件に関す メールによる問い合わせは、kyougikai@fencing-jpn.jp 件名は『第 28回 JOCカップ問い 

  る問合せ 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。 

16．表  彰 （1）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。 

（2）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） 

（3）各部門・各種目の 8位まで賞状を授与する。 

17．注意事項 ２０２１年 1月６日（水）は会場での練習などは一切できない。 

18．その他 （1）ＪＯＣより、オリンピアンからの激励はありません。 

（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。 

 

 

※ 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、ご承知おき下さい。 

mailto:kyougikai@fencing-jpn.jp


※ 新型コロナウイルス感染症による拡散が続いた場合、開催内容や参加人数の変更、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（振込を返金致します。コンビニ・郵便局払込

票手数料は含めません。）を返却致します。 


