
 

第 16 回 静岡県空手道連盟 中学１・２年生空手道選抜大会要項 

【全国中学生空手道選抜大会予選会】 

 

静岡県空手道連盟 会 長 服 部 貞 諠 

 理 事 長 近 藤 善 之 

 競技委員長 田 辺   豊 

 

１.開催日時 令和３年１０月２４日（日） 

開会式及び閉会式は行わない。 

選手集合・受付・競技開始はカテゴリーごと行う。  

審判会議 ８:３０ (２階会議室)   大会終了予定 １６：００ 

※出場人数により時間が変更になります。 

後日送付される時間割をご確認ください。 

２.会  場 静岡市北部体育館 静岡県静岡市葵区松富４丁目１４−１  ℡：054-255-6262 

３.主  催 静岡県空手道連盟 

４.競技種目 学年・男女別 12種目  
 

小学６年の部 中学 1年の部 中学 2年の部 

男子個人 形 男子個人 形 男子個人 形 

男子個人 組手 男子個人 組手 男子個人 組手 

女子個人 形 女子個人 形 女子個人 形 

女子個人 組手 女子個人 組手 女子個人 組手 
 

５.参加資格 参加選手は下記の事項を遵守すること。 

・令和３年度に日本国内の学校に在籍する小学６年及び中学 1～2年生であること。 

・所属支部は静岡県空手道連盟に加盟していること。 

・所属支部は静岡県空手道連盟の令和３年度年会費を納入していること。 

・全空連の会員登録者であること。 

６.参 加 料 １競技 3,000円 

７.参加料振込先  
 

金融機関：清水銀行中田支店  口座番号：普通 ２２０７３００ 

口座名義：静岡県中学生大会 



８.申込締切  令和３年１０月１日（金）まで （振込期日も同日） 

・振込の際は、「支部名」で振込を行うこと。 

・申込書は下記の申込み先まで郵送または E-mail送信すること。 

（申込書の電子データを下記申込先の E-mailアドレス宛てに請求できる） 

※締め切り日以降の受付は自然災害等の真にやむを得ない場合を除き、受理しない。 

・静岡県空手道連盟 HP(https://www.seikuren.com/)からも申込書をダウンロードで 

きます。 

９.申込先 
 

静岡県空手道連盟 中学１・２年生空手道選抜大会実行委員会 堀池 琢馬 

住 所：〒424-0052 静岡市清水区北脇 139 ピアビーンズⅠ 102 

連絡先：携帯 090-4793-4068 

メールでのお申し込みを行う場合は、jkf_shizuoka@yahoo.co.jpへ送って

下さい。 

10.大会係員 

及び審判員 

例年、係員・審判員が不足します。 

各支部から積極的に御協力をお願いします。 

11.組合せ抽選 ・本年度大会に限り競技委員会で抽選会を行うものとする。 

・次の大会の入賞選手４位までを第１～４シードに順次割り当て、入賞者の申し込み

が無い場合はシード順位を繰り上げる。 

○小学６年：第 36回静岡県少年少女空手道選手権大会（令和 3年度） 

○中学 1年:第 15回静岡県空手道連盟中学生空手道選抜大会［小 6］(令和 2年度） 

○中学２年:第 15回静岡県空手道連盟中学生空手道選抜大会［中 1］(令和 2年度） 

12.参加上の 

注意 

・競技当日の傷害等の応急処置は主催者が行うが、その後の責は負わない。 

・感染症等への感染が確認されても、主催者はその責を負わない。 

・参加選手は全員スポーツ保険に加入しておくこと。 

・体調不良者や興奮しやすい性格等の問題のある者は出場させないこと。 

13.新型コロナ

ウィルスにお

ける参加上の

注意   

・大会後、新型コロナウィルス等への感染が判明した場合、直ちに支部長を通じて 

大会事務局へ報告する。 

・プログラムの配布は行わないものとする。県連HPに掲載する。 

・保護者の入館は原則禁止。（保護者は館内入口までとする。）新型コロナウイルス

の今後の感染状況により人数制限のうえ保護者の観戦も有りうる。 

・入館の際には検温を行い入場する。（検温を行わないと入館できない。） 

・１度目の検温で37.5℃以上の場合、２度目の検温（脇下体温計）を実施する。 

その際、37.5℃以上の場合は静岡市北部体育館の規定により入場できない（出場停

止）とする。 

・事前に問診票に必要事項を記入し持参すること。 

（問診票なければ入館はできない。） 

・以下の項目に当てはまる選手は出場禁止とする。 

https://www.seikuren.com/


ア） ３７．５度以上の発熱 

イ） 嗅覚や味覚の異常等 

ウ） だるさ、息苦しさ等体調不良 

エ） 新型コロナウィルス感染症陽性とされた者との濃厚接触者 

オ） 同居家族や身近な知人に感染が疑われるものがいる。 

カ） 前日までにクラスターが発生した学校の生徒。 

・表彰式は行わず賞状等は後日支部へ郵送をする。 

・別紙集合時間を守って集合すること。※密をさけるため厳守すること。 

（種目別集合時間別紙参照）（集合場所、会場入口、会場出口は別紙参照） 

 ※トーナメント作成後に各支部長へ送付予定。 

・無観客試合とし、会場内は競技委員及び審判団、大会関係者以外の入館を禁止す 

る。（不慮の事故を除く） 

・各コートに消毒液を湿らせた雑巾を複数枚用意し、足の消毒を行う。 

(雑巾は随時洗浄交換) 

・組手競技の監査はホイッスルは使用せず電子ブザーを使用することとする。 

・形、組手試合日は、審判員及び係員は、不織布マスク及びビニール手袋を全員着用

する。 

・選手は、試合中以外は不織布マスクを着用すること。 

・集合場所には出来る限り道着着用の上集合すること。 

・形名称や気合などは通常とおり行う。ただし組手試合中は安全具（メンホー）の口 

元に飛沫防止のため、マウスシールドを貼り防止に努める。（透明テープでも可） 

・防具等の貸し借りはしないこと。 

・係員の指示に従って行動すること。 

 ※係員の指示に従わない場合は選手の出場を取りやめることとする。 

保護者が指示に従わない場合においても同様にその保護者の選手（子供）が出場 

停止となる。 

・新型コロナウィルスの今後の感染状況によっては、前日に大会中止もあり得るも 

のとする。 

14.ゼッケン 黒文字で名前をフルネームで記入。各自ゼッケンを

作成し稽古着の背に取り付けること。なお、取り付

けに金属類は使用できない。 

 

 

縦１０㎝×横２０㎝ 

15.駐車場・他 ・会場隣接の駐車場は使用不可。河川敷駐車場を利

用すること。極力公共交通機関を利用されたい。 

・履物は各自靴入れ袋等を持参し、個人携行品と共 

に自主管理すること。 

 

静岡太郎 



16.全国大会 第 16回全国中学生空手道選抜大会［開催日未定 会場未定］の出場権について、今大

会の中学 1･2年の上位入賞者から順次推薦される。 

（推薦者数は未定。前回大会は男女共各種目３名。ただし、全空連公認段位又は級位

は必須） 

17．競技規定 （公財）全日本空手道連盟（以下、「全空連」という。）競技規定、及び静岡県空手

道連盟競技委員会打合せ細則に準じて行う。(令和３年 4月改正ルールに準拠) 

※女子：道着の下に着る Tシャツは白地の無地とする。（ワンポイントも不可） 

18．競技方法 (1)  形競技 ：ベスト４決めまでトーナメント方式とし、それ以降は点数方式を採

用する。 

組手競技：トーナメント方式とし、３位決定戦を行う。 

(2)  形競技詳細 

①  競技進行 ベスト４までフラッグ制で２名ずつ演武し、それ以降は採点式で 1名ずつ

演武する。参加数が７名以下の場合は第１ラウンドが決勝。 

②  
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勝敗判定 

審 判 員：フラッグ方式 ５人制で行う。 

採点方式   ５人制でコート正面に横並びで判定。 

点数方式：５人中上位、下位の点数を切捨て中間の３名の合計点数とする。(表 2参照） 

    各審判員が技術点・競技点の評価点の合計点を出し、得点版にて表示する。 

    同点の場合は下記の表通り合計点数で使用した最高得点、最低得点の順で 

勝敗を決定する。 

 

    例）        赤     青  優先順位 

審判得点 1 最高点 8.4    8.6    切捨て 

    審判得点 2     8.4    8.2    ① 

審判得点 3     8.0    8.2                                 

審判得点 4     8.0    8.0    ② 

審判得点 5 最低点 7.6    7.8    切捨て 

      合計点 24.4    24.4 

 

※優先順位で見て決定する。 

（上記例の場合は①の得点の高い赤の勝ちとなる。） 

※得点がすべて一緒の場合には再試合とする。（違う形でも良い） 

    ※採点後コートの呼び出し係が合計点を発表する。 

     

 

 

 

 

 



表２ 

 

点数の基準 

 
点数をつける 

割合 
点数をつける 

内容 
点数の付け方 

技術点 70％ 

立ち方 
技 
流れるような動き 
タイミング/同時性（団体
形） 
正確な呼吸法 
極め 
一致性：流派の基本に一
貫性があるか 

最低点：5.0 

平均的に優れた演武：7.0 

満点（完璧な演武）：10.0 

※違反・危険の場合は 0.0 

5.0～10.0の間で採点 

（0.2点刻み） 

 競技点 30％ 
力強さ 
スピード 
バランス 

合計点の出し方（採点例） 

１審 ２審 ３審 ４審 ５審 

7.8 8.6 8.2 8.8 8.4 

＝合計点数  25.2 点 

③  演 武 形 ・１回戦（２回戦）は全空連の第１指定形とし、繰り返し行って良い。 

・２回戦（ベスト１６）は全空連の第２指定形とする。 

・ベスト８から得意形とし、前回戦とは異なる形を演武する。 

※同点の場合は別表の通り最高得点、最低得点を比べて高い得点の選手が勝ちとなる

が、それも同点の場合は再試合とする。（違う形でも良い） 

※自由形：全空連競技規定の「付録７：指定形リスト」及び 

「付録８：得意形リスト」から選択する。 

 

 

(3) 組手競技詳細 

①  競技時間 全ての試合について１分３０秒間のフルタイムとする。 

②  勝敗判定 競技時間内に６ポイントの差を得た者または競技終了時に得点の多い者を

勝者とする。競技時間終了時に同点の場合は、「先取」した者を、互いに先取な

き場合は「判定」をとって勝敗を決する。 

③  安全具  (公財)全日本空手道連盟検定品安全具を必ず着用すること。 

○メンホー（Ⅵ・Ⅶ）左記以外の旧タイプは使用不可（マウスシールド装着） 

○赤・青の拳サポーター 

○ボディープロテクター 

○セーフティカップ（男子のみ） 

○空手用シンガード（すね当て）の着装すること 

○空手用インステップガード（足甲当て）を着装すること。(WKF公認のも可) 

上記安全具を着装しない選手は出場できない。 

 


