
第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合戦全国大会募集要項 

 
開催日時 平成２９年８月１９日（土）（高校生の部） 
     平成２９年８月２０日（日）（学生の部） 

８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
      



 

申込み・お問合せ先 
竹水鉄砲合戦実行委員会 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南３丁目２番地 
              ２２１ビル３Ｆ（ＭＳＡ２２１内）  

ｱﾄﾞﾚｽ： takemizuteppo@gmail.com 
TEL： 090-7856-1005（担当：浅見）  

お願い 
☆大会申込により取得した個人情報は本大会運営の目的以外に断りも無く使用することは

ありません。 
☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
☆本大会で撮影した動画は YouTube 等にアップロ－ドさせていただくことがあります。 
☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 
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８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
      



 

申込み・お問合せ先 
竹水鉄砲合戦実行委員会 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南３丁目２番地 
              ２２１ビル３Ｆ（ＭＳＡ２２１内）  

ｱﾄﾞﾚｽ： takemizuteppo@gmail.com 
TEL： 090-7856-1005（担当：浅見）  

お願い 
☆大会申込により取得した個人情報は本大会運営の目的以外に断りも無く使用することは

ありません。 
☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
☆本大会で撮影した動画は YouTube 等にアップロ－ドさせていただくことがあります。 
☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 



第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合戦全国大会募集要項 

 
開催日時 平成２９年８月１９日（土）（高校生の部） 
     平成２９年８月２０日（日）（学生の部） 

８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
      



 

申込み・お問合せ先 
竹水鉄砲合戦実行委員会 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南３丁目２番地 
              ２２１ビル３Ｆ（ＭＳＡ２２１内）  

ｱﾄﾞﾚｽ： takemizuteppo@gmail.com 
TEL： 090-7856-1005（担当：浅見）  

お願い 
☆大会申込により取得した個人情報は本大会運営の目的以外に断りも無く使用することは

ありません。 
☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
☆本大会で撮影した動画は YouTube 等にアップロ－ドさせていただくことがあります。 
☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 



第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合戦全国大会募集要項 

 
開催日時 平成２９年８月１９日（土）（高校生の部） 
     平成２９年８月２０日（日）（学生の部） 

８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
      



 

申込み・お問合せ先 
竹水鉄砲合戦実行委員会 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南３丁目２番地 
              ２２１ビル３Ｆ（ＭＳＡ２２１内）  

ｱﾄﾞﾚｽ： takemizuteppo@gmail.com 
TEL： 090-7856-1005（担当：浅見）  

お願い 
☆大会申込により取得した個人情報は本大会運営の目的以外に断りも無く使用することは

ありません。 
☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
☆本大会で撮影した動画は YouTube 等にアップロ－ドさせていただくことがあります。 
☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 



第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合戦全国大会募集要項 

 
開催日時 平成２９年８月１９日（土）（高校生の部） 
     平成２９年８月２０日（日）（学生の部） 

８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
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☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
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☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 
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     平成２９年８月２０日（日）（学生の部） 

８：００ 参加チーム受付開始 
８：３０ 開会式（竹水鉄砲合戦大会出場者は全員出席のこと） 
９：３０ 競技開始（９：２０ 第１試合選手集合） 

１５：４０ 閉会式 

会  場  殿橋下流乙川河川敷エリア (愛知県岡崎市明大寺地内) 
参加条件  各チ－ム選手７名、補欠 2名、監督 1 人 

・ 高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に籍を置
く者。 

・ 審判を交代ですること。 
・ 竹水鉄砲は競技者により準備すること 

      ・ 事前に競技説明会及び竹水鉄砲製作教室を開催するので参加すること。 
・ 各チーム最低１人はスタッフとして運営に協力すること。 
・ ケガ等による応急手当はするが個人の責任において対応すること。 
・ 準備、片付けについて出来る範囲で協力すること。 
・ 童心に帰って楽しむこと。 
・ 大会の運営に協力すること。 
・ 参加費を事前に納入すること。（3,000 円/チーム） 

参加料 3,000 円/チーム（竹水鉄砲１０本分の材料含む） 

参加チ－ム ８チーム  
募集チーム数を超えた場合は、実行委員会で選考します。参加していただく 
チ－ムにはあらためてご連絡させていただきます。 

 
表 彰   竹水鉄砲合戦の部 

優 勝 各１チ－ム 商品等 
準優勝 各１チ－ム 商品等 
第３位 各２チ－ム 商品等 
ＭＶＰ（優勝チ－ムの監督により推薦）  １人 商品等 
敢闘賞（準優勝チ－ムの監督により推薦） １人 商品等 

サバイバル戦の部 
優勝者 商品等 

 
競技方法及び規則 

（1）竹水鉄砲合戦競技規則に準じて競技をするが、必要な道具類については、
水鉄砲以外は主催者の物を使用することができる。 

（2）予選リ－グの最初の 2 セットは的を設置せず 1 セット 5 分間の競技者に
おいて水を掛け合うことによる競技を行うが、勝敗が決まらない時は 3
セット目を行い 5 分経過して勝負が決しない場合は的を設置して勝敗を
決める。 

（3）８チ－ムをＡ・Ｂの２つのブロックに分けて二試合ずつの予選リ－グを
行い得失のポイントにより順位を決定した後に、決められたトーナメン
ト表による競技をする。 

申込方法      電子メ－ルにて受付をします。代表者の住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号、携帯のメ-ルアドレス等を記入のうえパソコ
ンにより次のメ－ルアドレスに『第２回 学生・高校生対抗竹水鉄砲合
戦全国大会 参加希望』として送信してください。申込関係の書類を
送ります。 
ｱﾄﾞﾚｽ：takemizuteppo@gmail.com         

期限        平成 29年７月 31日（木）必着 
※選考されたチーム代表の方に通知します。 
      



 

申込み・お問合せ先 
竹水鉄砲合戦実行委員会 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南３丁目２番地 
              ２２１ビル３Ｆ（ＭＳＡ２２１内）  

ｱﾄﾞﾚｽ： takemizuteppo@gmail.com 
TEL： 090-7856-1005（担当：浅見）  

お願い 
☆大会申込により取得した個人情報は本大会運営の目的以外に断りも無く使用することは

ありません。 
☆本大会で撮影した写真・動画は広報活動に利用させていただくことがあります。 
☆本大会で撮影した動画は YouTube 等にアップロ－ドさせていただくことがあります。 
☆マスコミ等の取材等が有る場合はご協力をお願いします。 
☆ゴミは各自で持ち帰っていただきます。 
☆主催者等の都合により変更が生じることがありますのでご承知ください。 
☆怪我等は個人の責任おいて対応を願いします。 
☆事前に競技の説明会及び竹水鉄砲の材料をお渡しします。参加をしてください。 
☆大会の進行については、参加者の皆様のご協力により成り立つ部分が多々あります。専

門のスタッフを雇う費用もありません。参加者一人一人がスタッフでもあるという心構
えでのご参加をお願い致します。 

☆参加チーム毎に一名ずつ当日お手伝いをお願いする場合があります。 
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