
時　間

8:00
～

9:30
10:00
10:10

11:00

13:15
13:30

15:30

16:30

～ 17:00

12:30

1４～２７

21 21 38

組手　競技開始

小学生1～2年生 女（組手）小学生１年生 男（組手）

小学生2年生 男（組手） 小学生2年生 男（組手）

小学生１年生 男（組手）

1～11 １1～2012～22

1～１３

小学生1・2団体戦

準決勝

決勝

一般・少年 女（組手）決勝

小学生1・2団体戦　予選～決勝 １～10　３位決定戦 決勝戦

小学生1・2団体戦

準決勝

８～１０４～５ ６～７

1～５ ６～10

学連　男（組手） 学連　男（組手）

学連　女（組手）

1～１2

1～６ ７～１２ １３～１８ １９～２４

学連　女（組手）決勝

学連　女（組手）準決勝

一般・少年 女（組手）

小学生2年生 男（組手）準決勝

幼児 男女（形）準決勝

幼児年長　（組手）決勝

学連　男（組手）準決勝 学連　男（組手）準決勝

一般有段・少年 男（組手）

1～８ １～10

学連　男（組手） 学連　男（組手）

幼児年長　（組手）

5月14日（土）53回世田谷大会スケジュール
第一武道場（畳）

第１コート（8ｍ） 第2コート（8ｍ） 第3コート（8ｍ） 第4コート（8ｍ）

学連
待機
場所

開会式

形　競技開始

学連　男（形） 学連　女（形） 一般有級 男（形）

13 9 6

一般有段・高校生 男（形）

5+8

幼児 男女（形） 幼児 男女（形） 幼児 男女（形） 幼児 男女（形）

8

入場開始

会場設営

昼食　　休憩

選手集合（出場コート）

形　競技開始

小学生１年生 男女（形） 小学生１年生 男女（形） 小学生2年生 男女（形） 小学生2年生 男女（形）

7 7 7

幼児年長　（組手）

組手　競技開始

一般有級男（組手）

幼児 男女（形）準決勝

幼児 男女（形）決勝

学連　男（組手）決勝

学連　女（組手） 学連　女（組手） 学連　女（組手）

学連　女（組手）準決勝

１３～23 24～３５ ３６～４６

39

小学生１年生 男女（形）決勝 小学生2年生 男女（形）決勝

一般有級　女（形） 一般有段・少年 　女（形）

8 6

17:30 表彰式・閉会式

18:00 終了

小学生１年生 男（組手）決勝

小学生1～2年生 女（組手）

４１～54

小学生２年生 男（組手）決勝

小学生2年生 男（組手） 小学生2年生 男（組手）

1～１0

小学生2年生 男（組手）準決勝

１～４ ５～８

小学生1～2年生 女（組手）決勝

一般・少年 女（組手）

28～４０

小学生1・2団体戦 小学生1・2団体戦 小学生1・2団体戦 小学生1・2団体戦

1～３



時　間

8:00
8:30
9:00

～

13:15
13:30

15:00

16:30
17:00
撤収

5月15日（日）53回世田谷大会スケジュール
第一武道場（畳）

第１コート（8ｍ） 第2コート（8ｍ） 第3コート（8ｍ） 第4コート（8ｍ）

開場

選手集合（出場コート）

学連
待機
場所

競技開始

形　競技開始

小学生５～６年生（無級〜５級）男女（形） 小学生５年生（４級以上）男女（形） 小学生6年生（４級以上）男女（形） 小学生6年生（４級以上）男女（形）

21 27 1～15

決勝

小学生５・６団体戦 小学生５・６団体戦

組手　競技開始

小学生5年生 男（組手） 小学生5年生 男（組手） 小学生6年生 男（組手） 小学生5～6年生 女（組手）

16～29
小学生6年生（４級以上）男女（形）決勝

中学生有段 男（形） 中学生有級 女（形） 中学生有段 女（形） 中学生有級 男（形）

15 11 11 11

1～10 11～20 1～18 1～10

1～14 15～28 1～24 1～16

小学生5年生 男（組手）決勝

中学生 女（組手） 中学生 女（組手） 中学生　男160cm 未満（組手） 中学生　男160cm 以上（組手）

小学生５・６団体戦　予選～決勝 １～10　３位決定戦 決勝戦
小学生５・６団体戦 小学生５・６団体戦

12:30 昼食　　休憩

選手集合（出場コート）

形　競技開始

小学生3年生（無級〜５級）男女（形） 小学生3年生（無級〜５級）男女（形） 小学生4年生（無級〜５級）男女（形） 小学生4年生（無級〜５級）男女（形）

小学生５・６団体戦 小学生５・６団体戦

1～３ ４～５ ６～７ ８～１０

準決勝 準決勝

20 21 19 19

小学生3年生（無級〜５級）男女（形） 小学生4年生（無級〜５級）男女（形）

（形）決勝 （形）決勝

（形）決勝 （形）決勝

組手　競技開始

小学生3年生 男（組手） 小学生3年生 男（組手） 小学生4年生 男（組手） 小学生4年生 男（組手）

小学生3年生（４級以上）男女（形） 小学生3年生（４級以上）男女（形） 小学生4年生（４級以上）男女（形） 小学生4年生（４級以上）男女（形）

10 10 15 16

小学生3年生（４級以上）男女（形） 小学生4年生（４級以上）男女（形）

1～21 22～42 1～21 22～42

小学生3年生 男（組手）決勝 小学生3年生 男（組手）決勝

小学生3～4年生 女（組手） 小学生3～4年生 女（組手）

小学生３・４年生団体戦　コートが空き次第順次開始

予選～決勝 １～14

３位決定戦 決勝戦

18:00 終了

17:30 表彰式・閉会式

1～15 16～30

小学生3～4年生 女（組手）決勝


