令和 3 年度埼玉県中体連剣道専門部
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令和 3 年度

７月６日（火）

七條 剣 （朝霞市立朝霞第二中学校）
上野 哲平（吉川市立南中学校）

強化計画について

強化対策委員会組織
指定強化委員（アドバイザー）

専門委員長

強化対策委員長 ・ 事務局長

各地区強化対策委員

強化対策委員会

埼玉県強化練成会運営について ※基本的には令和元年度と同様の形を継続していく。
・※本年度の強化錬成会の日程はＨＰ参照※ ・感染症拡大防止対策をとっての実施を検討
【強化錬成会（特別強化含）における共通の役割について】 不在の場合「→」の順で担当
・申し込み先、集約、組み合わせ責任者・・・各地区強化対策委員（代表者 or 事務局長）
・会場準備（前日準備含）・・・各地区強化対策委員・各地区顧問等
・当日監督会議・開会式挨拶・・・専門委員長→強化対策委員長→各地区副委員長
・当日監督会議・開会式試合について・・・強化対策委員長→強化対策事務局長
・当日諸連絡・・・各地区強化対策委員（会場・運営に詳しい地区顧問でも可）
・当日閉会式講評・・・（専門委員長）→各地区副委員長→各地区強化対策委員（代表者）
※朝の挨拶と重ならないように配慮する※
春季埼玉県強化錬成大会運営について ※県内のみの錬成大会として実施済み※
2021 年度 GW 5 月 1 日（土）2 日（日）3 日（月）4 日（火）5 日（水）
（1 日：前日準備 2・3 日：大会・錬成会）
学校総合体育大会 県大会
7 月 18 日（日）：男女個人戦
27 日（火）
：男子団体戦
30 日（金）：女子団体戦
・個人戦組み合わせ担当
・強化候補選手の選定（８／１３・１４ ジュニア合宿参加者選定）
・入館、整列関係の役割担当
・都道府県代表選手保護者説明７月１８日（日）個人戦終了後（事務局長）
※男子４名（１位～４位） 女子３名（１～３位）を予定※
男子１～３位、女子１・２位は選手候補確定。次点の男子４位・女子３位の選手は補員選手と
して検討。ただし、選手候補に辞退者が出た場合は次点の選手に依頼。補員選手に辞退者が出
た場合は、今大会最上位の「２年生以下」を対象にして依頼をする。
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8 月 5 日（木）実施予定

中高強化錬成会（関東・全国出場校強化事業）

（全参加高校と試合を実施した後終了 午後２時ごろ終了）
中高強化錬成会
県立武道館 ： 主道場 、 第二道場
・参加資格 ・・・ 団体戦 関東、全国出場校
男女 各６校
個人戦 関東、全国出場者
選抜チーム
都道府県代表選手候補（補員含む）選抜チーム
（補充は①団体出場選手補員→②強化候補選手からが望ましい）
・運営
・・・ 強化対策委員

ジュニア強化合宿について 8 月 13 日（金）14 日（土）実施予定
新型コロナウィルス感染拡大防止の関係で中止になることもあります。現在は日帰りでの２日間
強化稽古を検討中。
【開催する場合】
・昨年度までの反省を踏まえて実施する。（閉庁日関係における指導者依頼 等）
・学校総合体育大会（県大会）から合宿参加選手を選出する。
※合宿参加選手を本年度「強化候補選手」とする。
強化候補選手にふさわしい選手を選考していくため以下の観点で選考する。
・県大会出場者であり、競技力の高い選手であること。（順位だけではない）
・剣道はもちろん、学校生活においても強化指定選手にふさわしい生活態度であること。
・向上心をもち、意欲的に稽古に参加する者。
合宿場所：県立武道館 第二道場
宿泊：県立スポーツ総合センター
合宿宿泊人数：指導者（教職員）：１０名程度（宿泊・日帰）
選手 最大 36 名（男子 18 名 女子 18 名）
※選手や、実態に合わせて選出人数は変更※
学校新人体育大会・県民総合スポーツ大会
・個人戦組み合わせ担当
・強化指定選手の選定
・入館、整列関係の役割担当
・強化指定選手への認定書の配布（事務局長）
第 16 回全日本都道府県対抗剣道大会 12 月 19 日（日）※大阪府剣道連盟 HP に掲載※
新型コロナウィルス感染拡大防止の関係で中止になることもあります。
令和元年度会場：丸善インテックアリーナ（大阪府立体育館）
令和 2 年度会場：おおきにアリーナ舞洲・・・中止
令和３年度会場：おおきにアリーナ舞洲
・学総県大会個人戦上位選手（男１～３位女１・２位）で編成。
学総県大会が実施されず、本大会が実施される場合は、埼玉県剣道連盟と協議の上で選手の選
考方法は再考する。事務局長が剣道連盟と連絡をとる。
※都道府県選手選抜の予選を兼ねる。辞退者がいた場合は、その都度協議する。※
・強化（強化稽古・錬成会・移動費・宿泊費など）に関わる一切の費用は埼剣連からの強化費で
まかなう。
・監督・コーチ（男女各１＋α） 強化対策委員を中心に選出する。
令和元年度 監督：上野哲平（吉川南） コーチ：荒井馨梨（川口芝東）
令和 2 年度 監督：上野哲平（吉川南） ・・・中止
令和 3 年度 監督：上野哲平（吉川南） コーチ：荒井馨梨（新座四）
※現段階での選出の為、変更の可能性有※
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冬季埼玉県特別強化錬成会運営について【12 月】25 日（土）26 日（日）※前日準備なし※
・12 月 25・26 日（土・日）の２日間、県立武道館での開催を予定。
・２日間錬成会形式で実施予定。 1 日目：県内錬成会 2 日目：県外錬成会
・参加規定は、埼玉県内は新人県大会男女団体各ベスト 8 以上の学校とする。（男子・女
子で別に要項を配布する。）配布窓口は事務局長のみとする。県外は関東近隣の都県とし、原
則各都県専門委員長に規定部数を送付し、各チームに配布してもらう。
・中体連剣道専門部の公式事業の為、「社会体育・クラブチーム」での参加は不可とする。
・来年度以降も 2 日間開催予定だが、今後、日程的に他県の行事や、終業式とも重なり、県外チ
ームを集めることが非常に難しい状況である。（１２月 1 日申し込み締め切り）
・冬季特別強化錬成会の１日目に「強化指定選手」を対象にした強化練習会（１泊２日）
を計画。２日目は自チームに合流し、通常の錬成会に参加。（個人で参加の場合は、選抜チー
ムを作成）埼剣連との調整をした後に実施予定。（小・中合同になる可能性も有）
中高強化練習会
・本年度（令和 3 年度）の日程は未定。
高体連強化部長：栗原先生（川口市立高校）との連絡をとって決定していく。
高体連としては、栃木県高体連との交歓大会が同時期に行われるため、令和元年度から継続実施
ということになり、日程が中高強化と重なっている。２日連続にならないように決定していく。
令和４年 2 月中旬

中高強化練習会

県内高等学校
（令和 2 年度は県立ふじみ野校等学校）
※開催自体は中止※

・会場

・・・

現在調整中

・参加資格

・・・

男女それぞれ 18 名を選抜（強化指定選手）
※欠席による補充は検討事項※
個別に事務局長から参加依頼書を送付
強化対策委員

・運営
・・・
強化指定選手の選定について

・令和 2 年度に選出した強化指定選手は令和 3 年７月 18 日（日）までとする。
【強化指定選手選出の流れ】
➀「強化候補選手」を中心に新人県大会にて選出（男女各 18 名）中高強化練習会参加対象選手
とする。
②新年度に、新１年生を対象に「強化候補選手」として数名選出する。（全員ではない）
（小学校時に埼剣連から強化指定を受けている選手が対象） ※県外から入学は対象外※
③学総県大会終了後、「強化指定選手」の指定は解除。（本年度は 7 月 18 日（日）個人戦）
④学総県大会の結果と「強化候補選手」から１・２年生を対象にジュニア合宿参加選手を選出。
⑤ジュニア合宿参加選手を「強化候補選手」とする。
※➀に戻る。
「強化指定選手」には埼玉県中体連剣道専門部より認定書を作成し配布する。
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令和 3 年度
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さいたま市地区
3

名

強化対策委員名簿
は新規

前

七条

学校名

学校電話番号

学校ＦＡＸ

剣

朝霞二

０４８－４６１－６５４０

０４８－４６７－４７４２

上野 哲平

吉川南

０４８－９８２－１０６６

０４８－９８２－１４６９

峯 知恵

春日部東

０４８－７５２－２４５４

０４８－７６３－９６６３

○松田 昴也

大沼

０４８－７３６－９９８６

０４８-７３４-９４２０

平井 武蔵

大相模

０４８－９８７－２１１１

０４８－９８７－２１１４

猪鼻 健

城北埼玉

０４９－２３５－３２２２

０４９－２３５－７０２０

○山﨑 夏樹

川越初雁

０４９－２２２－０７４９

０４９－２２９－１２２２

加藤 匡彦

滑川

０４９－３５６－２２３９

０４９－３５６－３６５９

○中川 勇作

芝

０４８－２６５－３３７７

０４８－２６８－４７２６

荒井 馨梨

新座四

０４８－４７７－６０５３

０４８－４８２－０１３４

町田 竜志

秩父第二

０４９４－２２－０６４６

０４９４－２２－７８６０

金室 あかね

熊谷三尻

０４８-５３２－３６５７

０４８－５３３－２０６４

○黒澤 大輔

妻沼東

０４８－５８８－１３５２

０４８－５８９－０４５４

千島 京香

本庄東

０４９５－２２－６３１８

０４９５－２３－３３０８

○荒井 健文

白幡

０４８－８６１－３２０３

０４８－８３６－１５８７

美園南

０４８－８７８－３５１１

０４８－８７８－３５１２

指扇

０４８－６２４－６２３４

０４８－６２４－２４７９

白石 開
内田 峻介

※強化対策委員は、他の所属部と兼任して役割を担う。※
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

強化錬成会の運営・補助・役員としての参加（所属地区開催の場合は、前日準備）
（錬成会申し込み窓口担当として各地区から１～２名選出）
特別強化錬成会の運営・補助・役員としての参加（選抜校であっても関係なし）
中高強化事業（8 月）の運営・役員としての参加（関東・全国出場校は免除）
ジュニア強化合宿（8 月）の指導者・運営補助（宿泊・日帰り）
都道府県対抗剣道大会 引率指導者・指導補助（※選抜※）
学総（7 月）新人（10 月）県大会代表者会議における個人戦組み合わせ作成
学総（7 月）新人（11 月）県大会の入館・誘導担当
学総（7 月）新人（11 月）県大会時に強化候補（指定）選手選出をおこなう。
12 月特別強化 1 日目の強化合宿指導者・運営補助（宿泊・日帰り）
中高強化事業（2 月）の指導者・運営補助（※選抜※）
その他、県の強化事業に関わる仕事（その都度指示）
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