
けん玉フェスタ 2014  『藤原

ふじわら

一生

いっせい

杯』～世界けん玉選手権～  

 開 催 要 項 
2014年 7月 1日 

（１）目  的 

    日本の伝統文化「けん玉」による遊びや大会、展示物などを通じて、多文化の国際的な交流

の場として実施。また、“けん玉元気プロジェクト！”として、災害復興支援を目的とした基金

を募り、けん玉で勇気を与える活動を続けています。 

けん玉大会については、今までのけん玉大会の形を残しつつ、気軽に初心者と経験者が等し

く楽しめる、新しい形の大会を目指し、実行委員を中心に意見を集めて作成。国際交流をテー

マに、いろいろな国の、いろいろな文化の人がけん玉を通してふれあい、交流できる大会を目

指しています。 

 

（２）主  催 ワールドオープン実行委員会 

 

（３）開催日時 ２０１４年９月２１日（日）午前１０時～午後５時 （予定） 

 

（４）開催場所 関テレ扇町スクエア 1階アトリウム 

 

★ テーマ： 

①“世界へ広げよう、けん玉の輪！「藤原
ふじわら

一生
いっせい

杯」～世界けん玉選手権～” 

     中学生以上の有段者によるトーナメント方式のけん玉大会。モンゴル国のけん玉チャンピ

オンやヨーロッパのけん玉プレイヤーが大阪に集結！【けん玉を世界へ！】日本けん玉協会

初代会長『藤原一生』の想いを形に～世界けん玉選手権～として開催します！  

 

②“当日参加型のけん玉大会”                     

「ちびっこけん玉大会」では幼児を対象として、親子でけん玉をテーマに開催。 

「小学生けん玉大会」では、日頃の練習を積んだ伸び盛りの小学生が舞台上で戦います。 

「クラス別チャレンジ」では中学生以上～大人の方の参加しやすい大会になっています。 

 

③“けん玉のパフォーマンス大会”                   

今年は大会形式で初開催！個人パフォーマンスの妙技から団体パフォーマンスの楽しい 

演技まで観客を魅了する大会です。 

 

④“けん玉元気プロジェクト”                     

けん玉を通して、東日本大震災など被災地への災害復興支援やモンゴル他各国にて国際交

流活動を行なっています。また、9/21の開催日は国連が定めた国際平和の日「ピースデー」。

今年はこのピースデーのイベントと連携して平和についての活動を紹介します。 

開催当日は受付にて、例年の書き損じハガキや使わなくなった切手や古切手に加えて、  

ビデオテープの回収を行います。回収分は品目別に分類して、けん玉での支援・交流活動や

各種団体へ寄付をいたします。 

 

   ⑤“けん玉の遊びコーナー”                      

  ・けん玉教室と認定会…初心者の方々も楽しめるけん玉教室を用意。認定会も行います。 

  ・おもしろけん玉体験コーナー…おもしろけん玉を実際にやってみよう！ 

・手作りけん玉コーナー…自分でオリジナルけん玉を作ろう！ 



 

けん玉フェスタ 2014プログラム（予定） 

     

８時００分  集合 会場の最終準備 

      ９時００分  最終打ち合わせ 

    ９時３０分  受付開始 

      

１０時００分  開会式  

開会宣言、開会挨拶 

来賓あいさつ、主催者あいさつ、海外からの招待選手紹介 

 

１０時３０分  『藤原
ふじわら
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いっせい

杯』～世界けん玉選手権～  

 前半戦 （ベスト４進出者まで） 

 

１２時３０分  けん玉フェスタ 2014 当日参加の部 

    Ⅰ：ちびっこけん玉大会（幼児） 

    Ⅱ：小学生けん玉大会（小学生） 

・初心者の部（～６級） 

      ・級の部（５～１級、準初段） 

・段の部（有段者） 

               Ⅲ：クラス別チャレンジ（中学生以上） 

・初心者クラス 

・上級者クラス 

・有段者クラス 

               

１４時３０分  『藤原
ふじわら

一生
いっせい

杯』～世界けん玉選手権～ 後半戦 

          ベスト４の選手紹介、準決勝、決勝 

 

１５時３０分  けん玉パフォーマンス大会 

 

１６時３０分  表彰式 

 

   １６時４０分 閉会式 

  大会講評 

             閉会挨拶 

             集合写真撮影 

 

     １７時００分  大会終了 

 

            － 会場撤去、後片付け － 

 

１７時４０分  解 散 

 



≪けん玉フェスタ 2014大会概要≫ 

 

○日 時  ２０１４年９月２１日（日） 午前１０時～午後５時（予定） 

※当日参加の大会は、午後０時半ごろ～ 

 

○場 所  関テレ扇町スクエア１階アトリウム （大阪市北区扇町２－１－７） 

 

 最寄り駅: 地下鉄 堺筋線「扇町」②出口よりすぐ 

ＪＲ環状線「天満」より徒歩３分 

 

 

○対 象  ①『藤原一生杯』～世界けん玉選手権～  （中学生以上、事前申込制） 

および                            ２５００円（参加賞付） 

参加費 

     ②当日参加部門 

       Ⅰ：ちびっこけん玉大会（幼児）      ５００円（参加賞付） 

 

Ⅱ：小学生けん玉大会 （小学生）     ７００円（参加賞付） 

 

Ⅲ：クラス別チャレンジ（中学生以上）  １０００円（参加賞付） 

         

  ③けん玉パフォーマンス大会             無  料 

 

              

 

○申し込み ①『藤原一生杯』～世界けん玉選手権～に参加される方は、８月３１日までに 

大会の参加申込用紙に必要事項を記入の上、06-7898-6557（工藤）まで、ＦＡＸ

をお願いします。参加費の振込先につきましては下記の通りです。  

※なお、当日参加部門については、事前申込の必要はありません。 

 

振込先  ： 三菱東京 UFJ銀行  都島支店  （普）５１４７０７３  

ワールドオープン実行委員会 矢野博幸 

       

 

      ③けん玉パフォーマンスに参加される方は、８月３１日までにお申し込みください。 

代表者名、連絡先（電話、メールアドレス）使用曲、使用メディア（CD・ipodなど）

を記入の上、secret_base_city@yahoo.co.jp（工藤）まで連絡をお願いいたします。 

 

 

○連絡先  ワールドオープン実行委員会   

〒534-0012 大阪市都島区御幸町２－１４－７ FAX：０６－６９２２－４２４９  

               矢野博幸 090-8533-8403・2009kendaman@gmail.com 

               板倉秀則 090-5904-2373・ma-mo-ru.world@i.softbank.jp 

            工藤正和 080-1446-1668・secret_base_city@yahoo.co.jp 

 

 

mailto:secret_base_city@yahoo.co.jp


 

【①藤原
ふじわら

一生
いっせい

杯～世界けん玉選手権～競技要項】（当日 10：00 までに受付を済ませてください）  

 

 

 

 

☆競技方法 

  ・ 日本けん玉協会公認けん玉を使用すること。 

・ 日本けん玉協会初段以上の有段者が規定の技で対戦。対戦選技は抽選で決める。 

・ トーナメント表は当日くじによって決定する。 

 

本戦 

 

・ トーナメント表の左側、もしくは上側に位置する選手が先攻とする。 

・ 試技は、審判の「はじめ」の合図から１５秒以内に開始し、４０秒以内に終了すること。 

・ １選技について、各選手は最大３回まで試技を行う。 

・ ３回の試技を行っても勝負がつかないときは、その勝負を引き分けとする。 

 

・ ４選技（決勝は６選技)終了時点で、０対０または１対１の場合は、３種目タイム競技 

（とめけん３回→ひこうき３回→ふりけん３回）を行い、タイムの速さで勝負を決める。 

この各技の順番は変更してはならない。また、成功数３回は「連続」ではなくて構わない。 

 

・ 決勝戦以外の対戦では、２本先取勝ちとする。決勝戦では、３本先取勝ちとする。 

 

※昨年まで行われた敢闘賞戦は、今年度は廃止する 

 

・ 大会選技は以下の通り。各選技の動画はホームページ参照。 

You Tubeで「kendama festa2014」で検索してください。 

 

 

種目 選 技 

（１） 
天地二段 

（玉つきさし～中皿～玉つきさし） 

（２） うずしお灯台 

（３） 太陽系一周 

（４） ピルエットつるしもち 

（５） 胡蝶の舞 

（６） 中皿金魚すくい～秘龍のぼりけん 

（７） 二回転飛行機 

（８） 月面着陸 

（９） 掛け軸返しとめけん 

（10） スーパーフラミンゴ宇宙遊泳 

 

☆３種目タイム競技…とめけん３回→ひこうき３回→ふりけん３回 

 

 

対象：中学生以上 

競技方法：１対１の対戦トーナメント方式 表彰：優勝、準優勝、第三位 

対象：中学生以上（海外の参加者は前日のプレ大会に参加できる選手に限る） 



 

【②けん玉フェスタ 2014 当日参加の部 競技要項】 

※必ず、はじめての方は、申し込む前に「けん玉教室」で公認の認定会を受けてください。 

 

≪Ⅰ：ちびっこけん玉大会≫ （受け付け締め切り １２：００）  

 

 

 

☆ 競技ルール  大皿、小皿、中皿、ろうそく、とめけんの技を各４回ずつ行う。 

        １回成功につき１得点の２０点満点。得点の高いものより順位を決定する。 

        なお、得点が同点の場合はとめけんによるサドンデスを行なう。 

 

 

≪Ⅱ：小学生けん玉大会≫ （受け付け締め切り １２：００） 

 

 

 

☆ 競技ルール  ・ステージに全員が並ぶ 

・指定の技を 1 番目から順番に試技を行う 

○成功：次の技に進む。×失敗：脱落し、次の技に進めない。 

 ・各試技につき 2回チャンスを与える（2回中 1回成功すればＯＫ！） 

 ・10 番目の技で決着がつかなければ、⑪追加競技にて優勝を決める。 

・なお、参加者が多い場合には、組み分けをして予選を行い、上位者にて本戦を行う。 

 

☆ 部門  （Ⅱ-１）初心者の部 初めてけん玉をする人（10級～６級） 

≪選技≫  ①大皿 ②大皿～大皿ジャンプ ③小皿 ④前ふり小皿 ⑤中皿 

⑥ろうそく ⑦前ふりろうそく ⑧大皿～中皿 ⑨とめけん  

⑩手のせ大皿～けん 

※ 追加競技 ⑪手のせ灯台大会（最も長い時間のせていた人が優勝！！） 

 

（Ⅱ-２）級の部    けん玉が少し出来る人（５級～１級、準初段）※準初段は今年より級の部 

≪選技≫  ①とめけん ②飛行機 ③ふりけん ④日本一周 ⑤世界一周 

⑥手のせうぐいす～けん ⑦手のせけん先すべり  

⑧竹とんぼ ⑨ヨーロッパ一周 ⑩空中ブランコ 

※ 追加競技 ⑪5 回成功タイム競技 

審判長がくじを引いた技（注１）を、最も早く 5回成功した人（注２）が優勝！！ 

● 注１：技は、「とめけん、飛行機、ふりけん」のどれかです。 

● 注２：5回連続ではありません。 

 

（Ⅲ-３）段の部    けん玉の段の技が出来る人（有段者） 

≪選技≫ ①世界一周 ②けん先すべり ③地球まわし ④さか落とし  

⑤うぐいす ⑥つるしとめけん ⑦一回転灯台 ⑧一回転飛行機 

⑨ふりけん～はねけん ⑩灯台とんぼ返り 

※ 追加競技 ⑪タイム競技Ｍを最も早く成功した人が優勝！！ 

（タイム競技Ｍ：前ふりろうそく～とめけん～はねけん～地球まわし～さか落とし） 

対象：幼児（小学生未満） 競技方法：得点方式 （5種目 4回ずつの試技） 表彰：優勝、準優勝、第三位 

対象：小学生 競技方法：参加者全員による生き残り戦 表彰：優勝、準優勝、第三位 



 

≪Ⅲ：クラス別チャレンジ≫ （受け付け締め切り １２：００）  

 

 

☆ 表彰    各クラス 10種目クリアの選手全員 

☆ 参加対象   中学生以上 

☆ 競技方法   参加者全員による生き残り方式≪各クラス共通≫  

☆ 競技ルール  ・ステージに全員が並ぶ 

・指定の技を 1 番目から順番に試技を行う 

○成功：次の技に進む。×失敗：脱落し、次の技に進めない。 

 ・各試技につき 2回チャンスを与える（2回中 1回成功すればＯＫ！） 

 ・10 選技を成功したものについては、後日名前を記入した記念メダルを送付する。 

・なお、このクラス別チャレンジについては、その級、段位に関係なく、好きなクラスに   

参加可能。 

（例：有段者が上級者クラスに参加、また６級が上級者クラスに参加、いずれも可能） 

※但し、上級者と有段者クラスなど複数のクラスに参加することはできない。 

 

☆ クラス  （技は小学生けん玉大会と同じ） 

（Ⅲ-1）初心者クラス  beginner class 

≪選技≫  ①大皿 ②大皿～大皿ジャンプ ③小皿 ④前ふり小皿 ⑤中皿 

⑥ろうそく ⑦前ふりろうそく ⑧大皿～中皿 ⑨とめけん 

 ⑩手のせ大皿～けん 

 

（Ⅲ-２）上級者クラス  advanced class 

≪選技≫  ①とめけん ②飛行機 ③ふりけん ④日本一周 ⑤世界一周 

⑥手のせうぐいす～けん ⑦手のせけん先すべり ⑧竹とんぼ  

⑨ヨーロッパ一周 ⑩空中ブランコ 

 

（Ⅲ-３）有段者クラス  expert class 

≪選技≫ ①世界一周 ②けん先すべり ③地球まわし ④さか落とし  

⑤うぐいす ⑥つるしとめけん ⑦一回転灯台 ⑧一回転飛行機 

⑨ふりけん～はねけん ⑩灯台とんぼ返り 

 

 

 

 

【③けん玉パフォーマンス 要項】 （事前申込制、8月 31日まで受付） 

 

  

 

 

☆ 競技ルール  ・個人およびグループでけん玉を使ったパフォーマンスを行う。 

      ・個人で参加したものはグループでの参加はできない。 

・使用するけん玉の種類、本数は問わない。糸あり、糸なしも問わない。 

      ・パフォーマンス時間は最大３分とする。 

      ・音楽、マイク使用可能（事前申し込みの際に使用の有無、使用楽曲をお知らせください） 

☆ 採点方法  ・希望する観客による投票形式 

以 上 

対象： 中学生以上 競技方法：参加者全員による生き残り方式 表彰：各クラス 10選技成功者全員 

対象：幼児～大人まで誰でも参加ＯＫ 競技方法：申し込み者によるけん玉を使ったパフォーマンス 

表彰：観客投票による投票数上位者、および特別賞 

クラス別チャレンジのクリア者には、 記念メダル（直径 35ｍｍ）を後日、名前入りで送付します。 

初心者は銅、上級者は銀、有段者クラスは金メダルになります。※メダルのデザインは変わります 

 

 


