
 1) 日　時　 　2022年5月1日（日）午前9時～午後5時 競技役員集合　8:00  玄関左入口

8:30 役員集合・会場設営   8:30 審判会議

9:10 監督会議 9:45 開会式

10:20 競技開始

※現在の予定で記載。詳細な進行は後日申込郡市へ通知

 2) 種　目　     《大会賞賜》少年、成年は持ち回り開会式時に返却、レプリカを授与。中学生は渡し切り。

① 中学生女子形　 ⑤少年女子形　 ⑨成年女子形　 ⑫成年男子組手

② 中学生男子形　 ⑥少年男子形　 ⑩成年男子形           軽量級　(65kgに満たない者)　　                          

③ 中学生女子組手⑦少年女子組手⑪成年女子組手　　   中量級  (65kg以上～75kg以下) 　　

④ 中学生男子組手⑧少年男子組手　　　　　                   重量級  (75kgを超える者)　　

 (同一選手が、同一クラスの組手・形の二種目に重複して出場することが出来る。)

 中学生は、組手・形の二種目にエントリーする場合優先順位を付すこと。

 成年男子の組手は体重別のため検量時における重量不適格者は失格とする。 (検量は下着のみとする｡)

 3) 参加制限 ① 公益財団法人全日本空手道連盟の会員である事。(2022年4月30日迄に入会・更新手続きを

　　　　　　　　　　　 完了している者も認める。大会受付でチェックし、該当していない場合は失格とする。)

② 団体または個人で滋賀県空手道連盟に所属している者。

滋賀県代表として国体または全中への出場条件を充足している者。

③ 今年度、他府県での国体予選を兼ねる大会への参加をしない(していない)者。

④ 各種別・種目とも、６ヶ月以上の経験を有する健康者である事。

⑤ 国体出場要件の有無については各道場にて必ず確認のこと。不明な場合は県連へ必ず問い合わせること。

 4) 競技規定 ① 一回戦からすべてﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で行う。

(組手) ② 公益財団法人全日本空手道連盟競技規定および同施行細則により実施。

③ 試合時間（予選）　：成年・・・2分間フルタイム

　　　　　　　　　　 　　少年・・・1分30秒フルタイム

　　　　　　　　　　 　　中学生・・・1分間フルタイム

（決勝・3位決定戦）：成年・・・3分間フルタイム

　　　　　　　　　　　　　少年・・・2分間フルタイム　中学生・・・1分30秒フルタイム

④ 勝敗の決定：8ﾎﾟｲﾝﾄ差をもって勝敗を決する。但し、中学生は6ポイント差をもって勝ちとする。

⑤ 組手競技出場者は、JKFメンホー（ⅤⅥ Ⅶ)、ミズノ製メンホー用口元シールド、セィフティーカップ(男子)

胴プロテクター(中学生、少年、成年女子のみ)を着用する。拳サポーターは全空連検定の赤・青色とし、

該当する色を使用すること。安全具は、各自が準備すること。

⑥ （中学生）ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ白をセットで着用すること。(全空連検定品であること)

（少年）ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ白又は、をセットで着用すること。(全空連又は高体連検定品であること)

　　　　少年はコンビネーションキック赤・青の使用を認める。（全空連又はWKF検定品であること）

（成年）コンビネーションキック赤・青をセットで着用すること。（全空連又はWKF検定品であること）

　　　　成年に限りWKF検定品の親指のガードがある拳サポーター、ボディープロテクターの使用を認める。

　　  (形） ① 一回戦からすべてﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で行う。

② (中学生)はベスト８決定までは全空連第一または第二指定形とする。(同一形の繰り返し可)

準々決勝からは自由形。(同一形の繰り返し可)

③ (少年)はベスト８決定までは全空連第一または第二指定形とする。(同一形の繰り返し可)

準々決勝は、それまでに演武していない全空連第一または第二指定形とする。

準決勝からは自由形。(同一形の繰り返し可)

④ (成年)はベスト８決定までは全空連第一または第二指定形とする。(同一形の繰り返し可)

準々決勝は、それまでに演武していない全空連第一または第二指定形とする。

準決勝からは自由形。(全てで形を変えること。同一形は繰り返し選べない。)

※自由形は、空手道競技規定(JKF)の「付録7:指定形リスト」並びに「付録8:得意形リスト」から選定のこと。

　　     成年                 　　少年　               中学生

  第一・二指定形Ａ　　第一・二指定形Ａ　　第一・二指定形

  第一・二指定形Ｂ　　第一・二指定形Ｂ   　　自由形　

      自由形Ｃ                 自由形　　　　　　　自由形

      自由形Ｄ                 自由形　　　　　　　自由形

必要最少限の形数 　   　　　　４　        　　 　３　　　　          1 　  　　　４　               　　 　３    　　　　　        ２

 5） 審判員    　　 公益財団法人全日本空手道連盟公認審判員の内、滋賀県空手道連盟審判委員会が委嘱した者で行う。

 6) 表 彰 ① 各種目とも、優勝者には優勝杯を授与し、第三位まで賞状を授与する

② 前年度優勝者にはレプリカを授与する。（成年、少年の男女、組手・形の優勝杯は持ち回り）

（但し、中学生は渡しきりの為前年度の「優勝杯」の返却は不要。）

③ 前年度優勝者は優勝杯を返還する事。　(郡市連盟の責任で選手に確認し、大会当日返還)

④ 前年度優勝杯の返還の無い場合は各郡市連盟にて弁償の事。

⑤ 各種目３位決定戦を実施する。

 7) 大会参加費　　一人、一種目４，０００円とする｡(形・組手重複出場の場合は８，０００円)

 1) 日　時　 　2022年5月1日（日）中学生個人種目終了後実施予定

 2) 種　目 ① 女子団体形　②男子団体形　③女子団体組手　④男子団体組手

 (同一チームが、組手・形の二種目に重複して出場することが出来る。)

 3) 参加制限 ① 滋賀県下同一中学に在籍している選手で編成し各校一種目1チームまでとする。

② その他選手権大会に準ずる。

 4) 競技規定 選手権大会に準ずる。（申込みチーム数によっては内容を変更する場合がある）

 5) 大会参加費 １チーム１種目３，０００円（形・組手重複出場の場合は６，０００円）

第57回滋賀県空手道選手権大会　実施要項

 　　　兼　2022年度国体一次予選、近畿空手道選手権大会予選、

準々決勝戦

準 決 勝 戦

決勝・3位決定戦

ベスト８選出

近畿中学空手道選手権大会予選、全国中学生空手道選手権大会最終予選

2022年度全国中学生空手道選手権大会　団体選考会　実施要項



 1) 日　時　 　2022年5月5日（木祝）午前9時～午後5時 競技役員集合　8:00 

8:20 役員集合・会場設営   審判会議

9:00 受付 9:10 監督会議

9:35 選手整列 9:45 開会式

10:00 競技開始

※現在の予定で記載。詳細な進行は後日申込責任者へ通知

 2) 種　目　 【組手競技】 【形競技】

1年生・男子組手 1年生・女子組手 1年生・男子形 1年生・女子形

2年生・男子組手 2年生・女子組手 2年生・男子形 2年生・女子形

3年生・男子組手 3年生・女子組手 3年生・男子形 3年生・女子形

4年生・男子組手 4年生・女子組手 4年生・男子形 4年生・女子形

5年生・男子組手 5年生・女子組手 5年生・男子形 5年生・女子形

6年生・男子組手 6年生・女子組手 6年生・男子形 6年生・女子形

 3) 参加制限 ①各郡市連盟の認定する代表選手であること。

②公益財団法人全日本空手道連盟の会員である事。(2022年4月30日迄に入会・更新手続きを

　　　　　　　　　　　 　　完了している者も認める。大会受付でチェックし、該当していない場合は失格とする。)

③滋賀県内の小学校に在籍している者。

④団体または個人で滋賀県空手道連盟に加盟・所属している者。

⑤組手・形の二種目にエントリーする場合優先順位を付すこと。

 4) 競技規定 ①（公財）全日本空手道連盟競技規定、及び競技委員会打合せ細則に準じて行う。

②第22回全日本少年・少女空手道選手権大会の競技規定に準ずる（近日決定）

③審判の判定に対し一切の異議申し立ては認めない。（競技規定に違反のあった場合は除く）

④組手競技個人戦

   ｱ）ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で行う。

   ｲ）競技時間は１分間フルタイムとする。

 　ｳ）次の場合に組手競技の勝敗が決するものとする。

    ⅰ）競技時間内でも、6ﾎﾟｲﾝﾄ差が生じた場合

    ⅱ）競技時間終了の際に得点の多い競技者

    ⅲ）相手に反則、失格、棄権が課せられた場合

   エ）12歳未満の空手競技組手試合

⑤形競技個人戦

   ｱ）ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で２名で同時に行う。

 　ｲ）ベスト8決定までは、ゲキサイ第一・第二、平安またはピンアン初段～五段の中から選定し、

　　　同一形を繰返し競技できる。（ここで選定した形はベスト8以上では使用出来ない）

   ｳ）ベスト8以上（準々決勝、準決勝、決勝戦）は全空連第一指定形、第二指定形または

　　　　ｲ）に記した形の内、これまでに演武していない形の中より選定して演武する。

  　　　  （ベスト8以上の回戦では、同一形の繰り返し選べる。準々決勝から決勝までは1つの形でも可。

要するに、1回戦～決勝まで最低2つの形が必要。）

共通事項 ３位決定戦を実施する。

 5) その他 ①安全具

   （ｱ）メンホー　・・・　全空連検定のJKFメンホー(Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ)、ミズノ製メンホー用口元シールド

   （ｲ）拳サポーター　・・・　 赤・青の拳サポーターは小学生用のリバーシブルに限る。

   （ｳ）金的ｻﾎﾟｰﾀｰ(ファールカップ)　・・・　3年生～6年生は着用義務付け

　　　　・・・　1年生～2年生の着用は任意とし、指導者に一任する。

   （ｴ）胴プロテクター　・・・　全空連検定の胴プロテクター(ｲﾝﾅｰタイプ)の着用すること。

　　　　　　　 　　　　　　　　着用に際しては、首掛けタイプのみ使用を認め空手着の内側に着用する。

   （ｵ）インステップガード・シンガード白・・・全空連検定品とし、セットで装着すること。

   （ｷ） 安全具は、各自持参のこと。    赤・青帯は主催者側にて手配する。

 6） 審判員 審判員は、滋賀県空手道連盟審判委員会から委嘱された審判により実施する。

 7) 表 彰 ①組手・形（1位、2位、3位）に表彰状およびメダルを授与する。

②出場者全員に参加賞を贈呈する。

 8) 大会参加費 一人、一種目４，０００円とする｡(形・組手重複出場の場合は８，０００円) 

　　　　第22回滋賀県少年少女空手道選手権大会　実施要項

　（兼；第22回全日本少年少女空手道選手権大会、第10回近畿少年少女空手道選手権大会予選）

8:30

　　ⅰ）全ての得点部位（上段及び中段）への技は、部位までの距離が近くコントロールされたものでなければならない。

　　ⅱ）上段部位へのコントロールは、軽微であっても原則的にペナルティが科せられる。

　　ⅲ）10㎝までの得点部位への正確な技は、原則的に得点とみなされる。

　　ⅳ）足払い、又はその他テイクダウンの技は禁止とする。



   主　催　　　 滋賀県空手道連盟

   後援予定　 滋賀県教育委員会　・　大津市　・　大津市教育委員会

　　　　　　　　　(公財)滋賀県スポーツ協会　・　(公財)全日本空手道連盟　・　滋賀県武道会

 1) 会　場　　 5月1日（日）選手権大会　滋賀県立武道館・4階(観覧席は5階)　077－521-8311　

5月5日（木祝）少年少女選手権大会　滋賀県立体育館（ウカルちゃんアリーナ）　077-535-9088　

 2) 傷害処置及び対策　 

① 選手本人は、本人の責任において医師等による健康状態を確認しておく事。

② 大会当日の応急処置はするが、その後の処置は行わない。

③ 当日、健康保険証を持参すること。　　　　　　　　　　　　　

④ 本大会は傷害保険（見舞い金程度）に加入して、実施する。

 3)服  装 ① 選手は、よく洗濯された白の空手衣で、上着の袖丈は前腕の中程を過ぎ、手首の踝(くるぶし)

が隠れないこと。袖をまくってはならない。ズボンの長さは、下肢の三分の二を覆うほどの長さとし、

踝が隠れない事。裾をまくり上げてはならない。胸マークは自由とし、ヘアーバンド、ヘアーピン、 

リボン等の着用は認めない。但し、髪を束ねる為の黒、茶、灰色、紺色のゴムは認める。

また、空手衣は腰の部分に紐があるものを使用し、試合時に紐を結ぶこと。

② 各自の黒(白または色)帯の上から主催者側で準備する赤・青紐を着用。加えて、各自所有の

赤・青帯(マイ帯) の着用も認める。但しこの場合、黒(白または色)帯を外して着用の事。

帯の長さは大腿部の3分の2を超えないものとする。

③ 監督・コーチは白の空手着とし、監督・コーチの『監督証』（大会当日配布）を着用すること。

（選手・監督・コーチ以外の、競技場への立入りは禁止する）

④ 主催者側で準備するゼッケンを、必ず４辺背中に縫い付ける事。（ピン止め、テープ止めは禁止）

ｾﾞｯｹﾝは抽選後に各郡市連・申込責任者を通じて配布します。

 4) 監  督

あること。

 5)選考基準 ① 各大会及び選考会にて定められた成績を収めた者に限る。

② エントリーの際に付された優先順位に限らず大会入賞者は上位大会の出場種目を選択できる。

② 各種上部大会の参加基準を満たしているものに限る。

全日本少年少女空手道選手権大会参加資格に公認級位又は段位が必要となります。

その他各種大会の参加資格が不明な場合は強化委員会までお問い合わせください。

6) 参加申込　 ※各郡市連盟は、取りまとめて下記の要領にて送付のこと。

① 期日・・・２０２２年３月３1日(木）必着　　　それ以降は一切受理しない。

② 申込方法・・・各郡市で申込を取りまとめ一覧表（ファイル名にデータと記載のあるもの）は期日までに下記メールへ送信

　　　　　　　　以外は期日までに郵送及び入金を完了すること。

③ 申込先：〒520-0045　大津市札の辻6-17

　　　　　大津フィジカルクラブ内　選手権大会事務　小谷真澄宛

　　　　　Ｅmail　：　physical.club@minos.ocn.ne.jp

 7) 組合せ抽選　 ２０２２年４月１０日（日）午後5時30分～  滋賀県立武道館にて実施

各申込郡市事務局（代理可）は必ず出席する事

① 近隣商業施設、会場前公園駐車所への駐車

② フラッシュを用いた撮影

③ 審判または相手選手に対する誹謗中傷

④ 競技にあまりにもふさわしくない選手の頭髪

例）染色、脱色、男子選手の長髪や変則的な刈り上げなど

⑤ 不必要な設備の使用や他の階への立ち入りなど会場での迷惑行為

⑥ その他大会進行の妨げになる行為

以下の事項に反した場合は、主催者にて協議し選手または所属団体の出場資格を停止する場合もある。

大会諸注意事項

監督は事前申請し監督会議に参加した者に限り、各大会申込道場代表者単位で各２名までとする

共通事項

滋賀県空手道連盟に所属し、高校生以上の本年度全日本空手道連盟会員登録者で且つ本連盟の役員及び出場選手以外で

監督は都道府県組手審判員資格以上保有者（未取得者は４月開催の公認組手審判講習会を受講する事。）


