
 

令和３年度 第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会要項 

 

主催  伊丹市  伊丹市教育委員会 (公財)全日本なぎなた連盟  

共催  (公財)全国高等学校体育連盟 

後援  スポーツ庁  兵庫県教育委員会  伊丹市体育協会  兵庫県なぎなた連盟 

主管  (公財)全国高等学校体育連盟なぎなた専門部  兵庫県高等学校体育連盟なぎなた専門部 
 

１．期  日 

(１)開会宣言等  令和４年 ３月２０日(日)     ９：００ ～ 

(２)競  技    令和４年 ３月２０日(日) ～２１日(月･祝) 

(３)閉  会  式  令和４年 ３月２１日(月・祝)   １４：４５～ 
 

 

２．会  場 

伊丹市立伊丹スポーツセンター 体育館 

〒664-0006  兵庫県伊丹市鴻池１丁目１番１号 

TEL：０７２－７８３－５６１３   FAX：０７２－７７９－４１６０ 
 

３．競技種目 

(１)女子団体試合  (２)女子個人試合  (３)男子個人試合 
 

４．競技日程   

期      日 内      容（種    目） 時      間 

３月２０日（日） 開会宣言  等 ９：００～ ９：１０  

男子個人試合（２回戦まで） ９：２０～１０：２５  

女子個人試合（２回戦まで） １０：３０～１３：００  

男子個人試合（３回戦から決勝） １３：３０～１４：１０  

女子個人試合（３回戦から決勝） １４：１５～１６：２５  

３月２１日（月･祝）  団 体 試 合（２回戦まで）  ９：００～１２：３０  

団 体  試 合（３回戦から決勝） １３：００～１４：３０  

閉  会   式 １４：４５～１５：１５  

※参加人数により時間変更の場合もあり、最終は監督必携で連絡する。 

 

５．競技規定 

（公財）全日本なぎなた連盟の「競技規定、審判規定」及び「（公財）全国高体連なぎなた専門部

申し合わせ事項」による。 
 

６．競技方法 

(１)全種目トーナメント方式とする。（予選リーグなし） 

(２)団体試合は、３人エントリー固定オーダーとする。 

(３)試合時間は、次の通りとする。 

団体試合：１試合３分とし、延長なし、判定で勝敗を決定とする。 

個人試合：１試合３分とし、延長なし、判定で勝敗を決定とする。 

     決勝戦については、試合時間３分。延長２分１回、判定で勝敗を決定する。 

(４)原則として団体試合・個人試合ともに、参加申込み終了以降の選手の変更は認めない。 

     ただし、今大会については、団体試合に限り、新型コロナウイルス感染症の影響や傷病等

の事情により、大会本部がやむを得ないと判断した場合には、３月１９日(土)１４時までを

期限とし、所定の用紙に学校長印を捺印の上で、大会本部へＦＡＸにて提出することにより、

変更を認める。なお、原本は大会当日に、大会本部へ提出することとする。  

    ※大会本部のＦＡＸ番号については、監督必携を参照すること。 

 



 

 

 

７．引率・監督 

(１)引率責任者は、団体の場合は、校長の認める当該校の教職員とする。個人の場合は、校長の

認める学校の教職員とする。また、校長から引率の委嘱をされた「部活動指導員」（学校教

育法施行規則第 78 条の 2 に示された者）も可とする。但し、当該都道府県高体連会長に事

前に届け出ること。 

(２)監督は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険（スポ

ーツ安全保険等）に必ず加入のことを条件とする。 

(３)監督の服装は、各都道府県ユニフォームまたは監督にふさわしい服装とする。 

 

８．参加資格 

(１)選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。ただし、高等学

校通信課程・専攻科及び別科の生徒を除く。 

(２)選手は、各都道府県高等学校体育連盟に加盟している高等学校の生徒で全国大会の参加資格

を得たものに限る。 

(３)年齢は、平成１５年(2003 年)４月２日以降に生まれた者（３年生を除く）とする。ただし、

平成３１年度入学以降の中国等帰国生徒については、この年齢制限は適用しない。 

(４)チームの編成においては、全日制課程と定時制課程の生徒による混成は認めない。 

(５)統廃合の対象になる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

(６)転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人もこれに準ずる）ただし、一家転住等や

むを得ない理由と各都道府県専門部が認めたものを除く。 

(７)外国籍選手の出場については、（公財）全国高体連なぎなた専門部の規定による。 

(８)本大会に出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学校の学校長の承認を必要とする。 

(９)大会参加に際しては、責任ある教職員が引率するとともに、万一の事故に備えて傷害保険に

加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 
 

【大会参加資格の別途に定める規定】 

(１)学校教育法第72条(特別支援学校)、115条(高等専門学校)、124条(専修学校)及び134条(各

種学校)の学校に在籍し、都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒である

こと。 

(２)以下の条件を具備すること。 

①大会参加を認める条件 

ア （公財）全国高等学校体育連盟の目的および永年にわたる活動を理解し、それを尊重

すること。 

イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校および各種学校にあたっては、

年齢・修業年限ともに高等学校と一致していること。また、連携校の生徒による混成

は認めない。 

ウ 各学校にあたっては、都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ、全国

大会への出場条件がみたされていること。 

エ 各学校にあたっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教

員の指導のもとに適切に行われており、活動時間が高等学校に比べて著しく均衡を失

しておらず運営が適切であること。 

②大会参加に際して守るべき条件 

ア 全国高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し、競技種目・大会申し合わせ事項等

に従うとともに、大会の円滑な運営に協力のこと。 

イ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

 

 

 

 



 

 

９．参加制限 

女子団体試合は、各都道府県より１校１チーム（ただし、兵庫県は、開催県として２校２チー

ムとする。）及び全国８ブロックより各１チームを選出する。 

また、個人試合は、各都道府県より女子個人試合３名、男子個人試合２名を選出する。なお、

各都道府県の参加人員は、次のとおりとする。 

ア 女子団体試合（３人対抗戦）監督１名     選手３名 計４名 

イ 女子個人試合        監督１～３名 選手１～３名 計２～６名 

ウ 男子個人試合          監督１～２名 選手１～２名 計２～４名 

   ※監督・引率責任者の人数を今大会は下記のように設ける。 

    ・団体試合、個人試合の同一校２名以上出場する場合は、監督・引率責任者を合わせて２名

が望ましい。（別紙「大会当日の入場制限について」を参照） 

    ・個人試合１名の出場校は、原則、監督・引率責任者を兼任する。 

 

10．参加申込 

※ 個人情報の取扱いに関して 

大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的

に利用することはありません。（詳しくは要項の最終ページを参照下さい。） 

(１)所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、原本を○アに書留郵便で送付する。また、コピ

ーを１部作成し、学校に保管しておく。さらに、○イに申込書をＦＡＸ送信するとともに、申

込書のファイルと団体出場選手の写真（JPEG）を電子メールで送信すること。 

(２)申込期日  令和４年１月２１日（金）原則として必着のこと 

  ※期日までに提出が困難な場合は、事前に事務局へ連絡すること。 

(３)申し込み先 

○ア 〒466-0013 愛知県名古屋市昭和区緑町１－７ 桜花学園高等学校内 

（書留郵便）  （公財）全国高等学校体育連盟なぎなた専門部 委員長 白井尚登 

ＴＥＬ：052-741-1221  ＦＡＸ：052-741-0169 

○イ 〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧１－１  伊丹市教育委員会事務局  

ＦＡＸと    学校教育部保健体育課   吉川 暁宙 

電子メール   ＴＥＬ：072-784-8087  ＦＡＸ：072-784-8083 

メールアドレス：naginata@itami.ed.jp 

 (４)「第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会参加申込書」について 

      ○ 申込みフォームを伊丹市教育委員会保健体育課のホームページ上に掲載し、ダウンロ

ードできるようにする。 

    ○ プログラムに団体出場選手の写真を掲載するので写真（JPEG）を上記メールアドレ

スに送付すること。（個人情報の取り扱いについて確認） 

※ メールの送受信及びプログラム作成をスムーズに行うため、写真のサイズはできるだ

け２００ＫＢ程度に縮小し送信すること。送受信出来ない場合は、事務局に相談する。 

 

11．参加料および納入方法 

(１)参加料   １．団体試合  １チーム  ４５，０００円 

２．個人試合  １名      ４，５００円 

(２)納入方法  １．参加申し込みと同時に、学校ごとに下記の口座へ振り込むこと。 

２．振込先指定銀行 

金融機関名 兵庫
ひょうご

六甲
ろっこう

農業
のうぎょう

協同
きょうどう

組合
くみあい

 昆陽
こ や

池
いけ

支店
してん

  

口座番号  普通 ００１２１８２ 

口座名義  全国高等学校なぎなた選抜大会実行委員会 

                  事務局長   早
はや

﨑
さき

 潤
じゅん

 

(３)その他  参加料の振込が確認できない場合は、出場が取り消される場合がある。 

※ 振込み依頼者名には、学校名も入れて振込みを行う。 

mailto:naginata@itami.ed.jp


 

 

12．表 彰 

(１)団体試合 第１位から第５位（ベスト８）まで表彰する。 

(２)個人試合 女子：第１位から第５位（ベスト８）まで表彰する。 

男子：第１位から第３位（ベスト４）まで表彰する。 

(３)前年度優勝校・優勝者にはレプリカを授与する。 

   (４)閉会式において表彰を行うため、原則、入賞者は参加とする。 

 

13．宿 泊 

(１)宿泊料金 

 

※上記料金は、１泊２食付（宿泊ホテル内での夕食と朝食）、または、1泊朝食付（夕食なし） 

にて計上しています。 

※申込は、別紙によりご希望地区（A～C）と希望ホテルを第２希望まで記入すること。 

※大会役員・審判員には、実行委員会事務局が『伊丹シティホテル』等を手配する。 

※出場校関係者の宿泊については、直接下記まで連絡すること。 

(２)申込書類等 

ア 宿泊プラン・お弁当・送迎バスのご案内 

イ 宿泊・送迎バス・昼食 申込書 

ウ 宿泊者名簿 

(３)申込方法 

  選手・監督の宿泊・昼食の申し込みについては、上記(２)申込書類のイ・ウを下記申込先へ 

  FAXまたは電子メールにて申し込むこと。 

   (４)申込期限 

     令和４年１月３１日（月）ＦＡＸ 又は電子メールにて（必着） 

(５)申込先 

〒５４１－００５１ 大阪市中央区備後町５－４－１山口玄ビル６階   

                   

『令和３年度 第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会』係 

ＴＥＬ：０６-６２０４-１８１２ ＦＡＸ：０６-６２０４-１７６３  

メールアドレス：itami_naginata@nta.co.jp                 

担当者：辻井有莉香・高田哲治・田代佳世     

  (６)斡旋の制限 

    基本的には、エントリーされた選手･監督及び引率責任者を優先するが、全ての参加校の申 

    込終了後より、その他の宿泊希望を受け付ける。（ただし、選手との同宿でない場合もある。） 

(７)申込変更及び取消し 

申込人員･入宿日等の変更及び取消しがある場合は、上記申込先へ FAX または電子メールで

送信するとともに、間違いの無いようにするため、確認の連絡を電話ですること。 

（８）お支払い方法 

銀行振込にて、令和４年３月４日（金）までに合計費用を指定口座へ振込むこと。振込先は

後日送付する。なお、振込み手数料は、振込者（参加校）負担となるので、了承願います。 

(９)その他 

詳細については、別紙『宿泊プラン・お弁当・送迎バスのご案内』を参照ください。 

区分 グループ Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ 

選手 

・ 

監督 

地区 伊丹空港地区 尼崎地区 新大阪地区 

1泊2食 15,000円 10,000～15,000円 12,000円 

1泊1食（朝食のみ） 8,800円 ― 10,000円 



 

 

 

14．組み合わせ 

(１)期  日 令和４年２月３日（木）１１：００～ 

(２)場  所 伊丹市立総合教育センター研修室（２階）  〒664-8503  伊丹市千僧１―１ 

連絡先：「伊丹市教育委員会保健体育課」 

ＴＥＬ：０７２－７８４－８０８７  ＦＡＸ：０７２－７８４－８０８３ 

(３)抽  選 全国高等学校なぎなた選抜大会実行委員会の責任において行う。 

 

15．諸会議 

会  議  名 日     時 場   所 

常 任 委 員 会 3月 19日(土) 13：00～14：00 伊丹市立伊丹スポーツセンタークラブハウス 

代 表 者 会 議 書面による開催とする。 

競 技 役 員 会 3月 19日(土) 14：00～16：30 伊丹市立伊丹スポーツセンター競技フロア 

審判会議・研修会 3月 19日(土) 14：30～16：30  伊丹市立伊丹スポーツセンター競技フロア 

※大会参加にかかる諸連絡等は、事前に各参加校あてに送付する。 

※代表者会議を、書面での開催とすることに伴い、選手の欠場等の報告連絡については、監督 

必携に定める。 

 

16．連絡事項 

(１) プログラムの配布について 

無料配布は、全国高等学校総合体育大会開催基準要項に準じて、下記のとおりとする。 

１．団体試合 … ２部   ２．個人試合 … １部 

(２) 競技中の疾病・傷害での応急処置は、主催者側の負担とするが、その後の責任は負わない。

なお、参加選手・役員は「健康保険証」（コピー不可）を持参すること。 

(３) 発熱や風邪症状、濃厚接触者に特定される等の理由により、監督が不在となる場合、所定の

用紙を大会本部へ提出することで、当該校の引率責任者が監督を代行することを認める。ま

た、引率責任者が監督と同一の場合は、出場選手が監督を代行することとする。 

(４) 引率責任者は、選手の行動に対してすべての責任を負うものとする。選手は、高校生の本分

を十分自覚して行動すること。 

(５) 練習会場及び日程については、実行委員会事務局より事前に連絡する。 

(６) 申し込み不備による問い合わせの諸経費は、当該都府県の負担とする。 

(７) 閉会式に参加する選手は、入賞者・入賞校のみとし、マスク・稽古着・袴・各都道府県又は

各校のユニフォーム・制服を着用すること。 

(８) 襷（赤白）、出場校プラカードは、各校で用意し、持参すること。 

（９）新型コロナウイルス感染症予防対策については、別に定める。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会における 

個人情報及び肖像権に係わる取扱いについて 

 

公 益 財 団 法 人  全 国 高 等 学 校 体 育 連 盟  

第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会実行委員会  
 

公益財団法人全国高等学校体育連盟、第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会実行委員会（以下「実行委員会」

という。）は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取扱いに関して以下のとおり対応します。 
 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取扱い 

（１） 大会プログラムに掲載されます。 

（２） 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

（３） 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

（４） 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがあります。 

（５） 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供することがあり 

ます。 
 

２ 競技結果（記録）等の取扱い 

（１） 実行委員会事務局を通じて公開されます。 

（２） 公益財団法人全国高等学校体育連盟、実行委員会又はこれらに認められた報道機関等により、新聞・雑 

誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（３） 大会プログラム掲載の個人情報とともに、実行委員会が作成する大会報告書（以下「報告書」という。）等 

に掲載されます。 

（４） 優勝校・選手等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。 
 

３ 肖像権に関する取扱い 

（１） 競技者及び指導者は、本大会の参加申込書の提出により、公益財団法人全国高等学校体育連盟が定めた肖像 

権取扱規程を承諾したものとします。 

（２） 公益財団法人全国高等学校体育連盟、実行委員会又はこれに認められた報道機関等によって撮影された写真 

が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（３） 公益財団法人全国高等学校体育連盟、実行委員会又はこれに認められた報道機関等によって撮影された映像 

が、中継・録画放映及びインターネットにより配信されることがあります。また、DVD等に編集され、配付 

されることがあります。 

（４） この他、公益財団法人全国高等学校体育連盟及び実行委員会に許可を受けた写真撮影企業等によって撮影さ 

れた写真等が販売されることがあります。 

（５） 今大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、無観客での開催とし、インターネットでのライブ配 

信を行います。 
 

４ 実行委員会としての対応について 

（１） 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 

（２） 参加申込書の提出により、上記取扱いに関する御承諾をいただいたものとして、対応させていただきます。 

（３） 大会役員、競技役員、運営委員、その他各種委員や補助員、実行委員会と大会に関する契約をしている者、

大会運営関係者及び会場に来られた観客の皆様につきましては、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたも

のとして対応させていただきます。 

（４） 個人情報等の掲載又は公開等に関しての御質問は、（公財）全国高等学校体育連盟事務局又は実行委員会事務

局まで御連絡ください。 

 

 

連絡先・問い合わせ先 

(公財)全国高等学校体育連盟なぎなた専門部事務局  ０５２－７４１－１２２１ 

全国高等学校なぎなた選抜大会実行委員会事務局   ０７２－７８４－８０８７ 

 


