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実施要項
１．共催 世田谷区空手道連盟 ・ （公財）世田谷区スポーツ振興財団

２．場所　世田谷区総合運動場体育館　（世田谷区大蔵４−６−１）

３．日時　２０２３年５月２０日（土）、２０２３年５月２１日（日）午前８時３０分開場

２０(土) ２１(日)

開場 ８：３０ ８：３０

大会係員・役員集合時間 ８：３５　

（〜１０：００会場設営）

８：３５

審判会議 ９：４０ ８：４０

第一種目 選手集合時間 ９：５０ ８：５０

選手出欠確認受付 ９：５５ ８：５５

開会式 １０：００ ー

競技開始 １０：１０ ９：００

４．競技種目

５/２０ (土)　形競技個人戦

------------------------------------------------

・10:10-11:00の部

一般有級の部 男子個人戦

一般有段の部 男子個人戦

少年(高校生)の部 男子個人戦

学連個人の部 男子個人戦　女子個人戦

幼児の部 　 男女混合個人戦

------------------------------------------------

・13:30-15:30の部

中学生有級の部             　 男子個人戦　女子個人戦

中学生有段の部             　 男子個人戦　女子個人戦

一般 有級の部 女子個人戦

一般有段の部 女子個人戦

少年(高校生)の部 女子個人戦

------------------------------------------------

５/２１(日) 形競技個人戦

------------------------------------------------

・9:00-12:00の部

小学生１年生の部　 男女混合個人戦　

小学生２年生の部 男女混合個人戦

小学生５、６年生（無級〜５級）の部 男女混合個人戦

小学生５年生（４級以上）の部 男女混合個人戦

小学生６年生（４級以上）の部 男女混合個人戦



------------------------------------------------

・13:30-15:00の部

小学生３年生（無級〜５級）の部 男女混合個人戦　小学生３年生（４級以上）の部 男女混合個人戦

小学生４年生（無級〜５級）の部 男女混合個人戦　小学生４年生（４級以上）の部 男女混合個人戦

------------------------------------------------

（２）組手競技個人戦　

５/２０ (土)

------------------------------------------------

・11:00-12:30の部

一般有級の部 男子個人戦

一般有段・少年(高校生)の部 男子個人戦

幼児年長の部 男女混合個人戦

学連の部 男子個人戦　女子個人戦

------------------------------------------------

・15:30-16:30の部

中学生の部(身長160cm 未満) 男子個人戦

中学生の部(身長160cm 以上) 男子個人戦

中学生の部 女子個人戦

一般女子・少年(高校生)の部 女子個人戦

------------------------------------------------

５/２１(日)　

------------------------------------------------

・9:00-12:30の部

小学生１年生の部　 男子個人戦　　

小学生２年生の部　　　 男子個人戦

小学生１～２年生の部 女子個人戦

小学生５年生の部　　　　 男子個人戦

小学生６年生の部　　　　 男子個人戦

小学生５～６年生の部　　　 　 女子個人戦

------------------------------------------------

・15:00-16:30の部

小学生３年生の部　　　　 　 男子個人戦

小学生４年生の部　　　　 男子個人戦

小学生３～４年生の部　　　 　 女子個人戦

------------------------------------------------

＊ 各種目、人数が少ない場合は、合併する場合がございます

＊ 上記時間帯で選手、保護者の完全総入替制とします。所定の時間よりも遅れることはあっても、所定の時間前

に試合を開始することはありません。

＊ 兄弟での大会参加、幼児や小さいお子様をお連れの場合など止むを得ない事情を除き、該当の時間以外は

退出（体育館から出る）をお願いします。

＊ 各団体に監督証を配布します。監督証をお持ちの方は、総入替の対象ではありません。各道場4枚の監督証

を配布します。（ただし、参加人数が4名未満の場合は参加者数と同じ人数分の監督証を配布）

（３）組手競技団体戦　＊各種目１団体２チーム3人制（先鋒・中堅・大将・補欠1名）

小学生団体組手　　

５/２１(日)１・２年生の部、３・４年生の部、５・６年生の部



５．競技規定

（公財）全日本空手道連盟・空手道競技規定及び本連盟競技規定に準じて、大会要項により行う。

　ただし、形競技については旗判定にて行う。

６．競技方法

(1)形競技個人戦

(ｱ) トーナメント方式で旗判定にて行う。

(ｲ) ２名にて赤、青同時に準決勝まで競技するが、決勝戦のみ赤青一人ずつ行う。

(ｳ) 敗者復活戦は行わない。

(ｴ) 形の選定

①幼児の部

ゲキサイ第１・第２、平安又はピンアン初～五段の全空連基本形一～四を演武する。但し、上記の形の中から一つ

の形を決勝まで続けて演武してもよい。

②小学生の部・中学生の部・一般有級の部

準々決勝までは、ゲキサイ第１・第２、平安又はピンアン初 ～五段の全空連基本形一～四基本形の中から選択

し、

同じ形を繰り返し演武できる。但し、準決勝から全空連第１・第２指定形及び自由形（ゲキサイ第１・第２、平安又は

ピンアン初 ～５段を含める）または、これまで演武していない全空連基本形一～四から選択し、準決勝と決勝は同

じ形を演武できる。但し、小学1、２、３年〜６年（無級〜５級）の部については、予選から決勝まで、同じ形の演武が

できるものとする。

③高校生（少年）・一般有段の部準々決勝までは、基本形及び全空連第１・第２指定形同じ形を繰り返し演武でき

る。但し、準決勝から全空連第１・第２指定形及び自由形または、一回戦からこれまで演武していない全空連基本

形一～四から選択し、準決勝と決勝は同じ形を演武できる。

④学連の部　　WKF形リストから選択可。 一回戦から決勝までWKF得意形リストから選択。準決勝と決勝ではそれ

ぞれ、これまで選択していない形を演武すること。

(ｵ) 斜めの開始線沿ってに入場、形演武前後の礼、開始線で判定、その後退場での試合進行とする。

（２）組手競技個人戦

(ｱ) トーナメント方式にて行う。

(ｲ) 競技時間は、幼児・小学生の部は１分フルタイム。　中学生の部以上は全て１分３０秒フルタイム。

(ｳ) 競技時間内に6ポイント差、（幼児〜小学生の部は4ポイント差）、又は競技時間終了時ポイント数多い選手が

勝者となる。

(ｴ) 競技時間終了時に先取によるポイントが無い場合は、判定によって勝敗を決定する。

＊幼児の部は１０カウントルールを適用しない。

(ｵ) 学連の部は規定のマスクを着用のこと。（メンホーではない）

（３）組手競技団体戦 　

小学生の部（組手競技個人戦終了後開始）

(ｱ) トーナメント方式にて行う。

(ｲ) 選手は４名１チーム（男女混合）とする（選手３名補欠１名）　但し選手が２名の場合でも参加できる。

(ｳ) 選手の交代は試合ごとに交代してもよい。

(ｴ) チーム編成は男女混合でもよい。

(ｵ) １試合目及び決勝戦は大将戦まで行う。２試合目以降は勝敗がついた時点で試合終了とする。

(ｶ)　勝敗が引き分けの場合は総合得点の多いチームが勝ちとする。総合得点が同じ場合は代表戦を行う。

＊表彰人数については、個人種目は８名とするが、選手数が８名未満の場合は３位決定戦を行い表彰者は４名。

組手競技団体戦においては、３位決定戦を行い、表彰は上位４チームとする。

７．参加資格　世田谷区空手道連盟会員登録者及び本連盟が認めた者とする。

８．参加申込　所定のデータを事務局宛てに提出、出場費を添えて各団体で一括して、銀行振り込みにて申し込

む。

＊申込書は此方で用意したフォーマットのみ受付いたします。

それ以外の申込は受け付けません。



＊参加申込先 世空連　大会委員　河合聡志 kawai@marinax.co.jp

＊問い合わせ先　世空連 大会委員会実行委員長　　町田直和　TEL 0422-26-7431　 kyokukai@lime.ocn.ne.jp

＊振込先（世田谷区空手道連盟）

ゆうちょ銀行　　　普通預金　　　記号１０１９０　　番号６２２６１６１１

　振込人名義　クタイカイ〇〇〇　（〇〇〇には道場名を入れてください）

＊他金融機関からの振込む場合　　　

店名〇一八（ゼロイチハチ）　店番０１８　　普通預金　　口座番号　６２２６１６１

振込人名義　クタイカイ〇〇〇　（〇〇〇には道場名を入れてください）

＊現在複数の大会が並行して行われていますので、振込人名義の種別にご協力ください

（１）参加出場費　

（ｱ） 個人戦１種目１名につき　２，０００円

（ｲ） 小学生組手団体戦　４，０００円

＊ 当日欠席しても出場費は返金致しません

＊ 費用の振り込みは4月17日〜　4月28日の間でお願いします。

（２）申込期限　　 ２０２３年４月９日（日）23:59までに申込をお願い致します。期限厳守。

９．傷害処置

(1) 選手は本大会前１週間以内に各自の責任に於いて健康診断を受け、医師の許可を受けておく。

(2) 出場者が競技中に負傷した場合は、主催者において応急措置を行う。

(3) 大会当日は保険証を持参して下さい。

１０．その他　

(1) 保護具は 全空連/JKF または 世界空手連盟/WKF (学連、一般)の認定品を使用すること。

(ｱ) 組手幼児・小学生の部は、ＪＫＦリバーシブル式拳サポーターを着用する。

中学生の部以上は、赤青ソフトタイプ拳サポーターを着用する。

ボディプロテクターは空手衣の中(低学年以下は外でも可)に着用する。

JKFメンホーの口元シールド及びシンガード・インステップガードの着用は義務とする。学連の部は規定マスク着用

を義務とする。

シンガード・インステップガードの着用は義務とする。

(ｲ) 小学３年生以上男子の組手種目は、必ずファールカップを空手衣の中に着用する。

但し、小学２年生以下の男子は所属の指導者及び保護者の判断に任せる。

(ｳ) 保護具未着用の選手は、審判長から競技に出場させないことがあるので十分注意する。

※保護具は、指定のものを各自用意・持参する。

(ｴ) 競技において自分の赤・青帯を使用しても可とする。

(ｵ) 保護具の貸し借りは禁止とする。

(2) 服装よく洗濯された白の空手衣とする。胸マークは消さなくてよい。

但し、金属類（指輪、ネックレス、ピアス、ヘアーバンド、ヘアーピン等）の着用は一切認めない。

また、女子の空手衣の下着は、必ず白色を着用する。

(3) ゼッケンは本連盟で用意し大会前に各団体代表者宛てに送付いたします。

(4)会場内では選手も保護者も全員がマスクを着用してください。形の試合のマスク着用は任意とします。

(5)組手の試合においては、メンホーシールド必須とし、マスクの着用は任意とします。

(6)携帯消毒用アルコールを持参し、アナウンスがある度に手足の消毒を行ってください。

(7)所持品に記名をしてください。記名のない忘れ物があった場合は、大会終了後に処分いたします。

(8)感染拡大防止の観点から、表彰式は行いません。賞状やメダルの受け渡しは後日改めて道場の代表者に送付

する予定です。

(9)声援は控えていただき応援は拍手だけでお願いいたします。

(10)選手は記名したマスクケースを持参してください。床に直置きの衛生上の問題、紛失、取間違い対策です。

１１．選手受付　大会当日に各団体は出場選手の出席表を本部に提出してください。試合開始時に係員が3回呼

び、不在の場合は棄権とみなします。（トイレ等でコートを離れる際は、係員に声を掛けてください）　

mailto:kawai@marinax.co.jp


１２．会場入場方法　

*選手・保護者は入場時間に2Fより入場、係員・審判・役員は1Fより入場してください。

*選手1人につき、保護者2人までのご入場制限です。

※各団体へのお願い事項
本大会への保護者コート係員派遣は不要ですが、各団体の責任者や保護者の責任で、コートへの案内や赤青帯

付け替えをサポートしてあげてください。

連絡事項

＊感染症対策

以下に該当する場合は来場を控えてください。

1.平熱を越える発熱や体調不良の場合

2.新型コロナウイルス感染症の陽性とされた人との濃厚接触がある

3.同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる

4.過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航または当該在

住者との濃厚接触がある

＊観戦についての注意事項

審判員・選手に対する暴言・行き過ぎた選手に対する応援等、大会運営の妨げとなる言動・行動は厳に慎むよう、

団体責任者は周知徹底して下さい。また、競技中の選手に対しフラッシュを使用した写真撮影を禁止します。皆様

のご理解、ご協力をお願い致します。

＊今大会はプログラムの配布はいたしません。事前に世空連WEBにてプログラムをPDFにて公開いたします。ダウ

ンロードまたは事前該当箇所をプリントアウトするなどの準備をお願いします。A4でプリントアウトができるように調

整して配信いたします。

以上


