
第１回全九州マスターズ空手道選手権大会 

 

１．主 催  公益財団法人全日本空手道連盟 九州地区協議会 

 

２．主 管  宮崎県空手道連盟 

 

３．後 援   宮崎県・宮崎県教育委員会・（財）宮崎県体育協会・宮崎県武道協議会・宮崎日日新聞社 

（依頼）  NHK宮崎放送局・MRT宮崎放送・UMKテレビ宮崎・福岡県空手道連盟・佐賀県空手道連盟 

長崎県空手道連盟・大分県空手道連盟・熊本県空手道連盟・全空連鹿児島県空手道連盟 

沖縄県空手道連盟 

 

４．協 賛   公益財団法人 みやざき観光コンベンション協会 

 （依頼） 

 

５．会 場  KIRISHIMA ツワブキ武道館(宮崎市熊野) 

 

６．日 時  平成 ２９ 年 ３ 月 ２０ 日 (月) 9：00～ 

 

         8:00 開場・受付                     9:40 形競技開始 

             8:30 審判会議 選手集合            11:00 組手競技開始 

          9:00  開会式                        16:00 閉会式・表彰式 

 

７．前夜祭 平成２９年３月１９日（日）18：30～ 

    ○会場 ホテルマリックス 〒880-0006 宮崎県宮崎市千草町 15-8 電話 0985-28-6161     

○会費 ７０００円 

 

８．種別(種目)(年齢は平成 ２８ 年 ４ 月 １ 日現在のもの) 

 

男子［組手 1 部］(40 歳～44 歳) ［形 1 部］(40 歳～49 歳) 

     ［組手 2 部］(45 歳～49 歳) ［形 2 部］(50 歳～59 歳) 

  ［組手 3 部］(50 歳～54 歳) ［形 3 部］(60 歳～69 歳) 

  ［組手 4 部］(55 歳～59 歳) ［形 4 部］(70 歳以上) 

       ［組手 5 部］(60 歳～64 歳) 

       ［組手 6 部］(65 歳～69 歳) 

       ［組手 7 部］（70 歳以上） 

 

女子［組手 1 部］(35 歳～39 歳) ［形 1 部］(35 歳～44 歳) 

［組手 2 部］(40 歳～44 歳) ［形 2 部］(45 歳～54 歳) 

［組手 3 部］(45 歳～49 歳) ［形 3 部］(55 歳以上) 

［組手 4 部］(50 歳～54 歳) 

［組手 5 部］(55 歳以上) 

 

＊参加選手の申込人数制限は設けない。 

＊ただし、参加者の人数によっては種別を変更することもある。 

＊監督については各都道府県 1 名とする。 

 

 



９．競技上の規定及び方法 

競技は、全日本空手道連盟組手競技規定、形競技規定に基づき行う。また、競技方法は次の通りとする。 

 

(1) 男子組手個人戦、女子組手個人戦 

 ①トーナメント方式とする。 

     ②3 位決定戦は行わない。 

     ③競技時間はフルタイム 2 分とする。 

     ④勝負は 6 ポイント差とする。 

(2) 男子形個人戦、女子形個人戦 

     ①トーナメント方式とする。(旗方式) 

②3 位決定戦及び敗者復活戦は行わない。 

③1 回戦は、競技規定に定める第１指定形の中から選ばなければならない。 

 ④2 回戦は、競技規定に定める第 2 指定形の中から選ばなければならない。 

 ⑤3 回戦以降は、競技規定に定める得意形の中から選ばなければならない。 

 ⑥選手は、回戦ごとに異なる形を演じなければならない。 

(注)形名については全日本空手道連盟空手競技規定に定める通りとする。 

(3) 審判員は、宮崎県空手道連盟が編成した大会審判団による。 

 

10．参加資格、年齢基準及び所属都道府県 

全日本空手道連盟会員登録者で、かつ公認段位の所持者であり、下記に該当する者。 

(1) 平成 28 年 4 月 1 日現在で、前記「８．種別(種目)」に該当する年齢の者。 

(2) 都道府県空手道連盟の選出を受けた者。 

(3) 所属する都道府県に在住または在勤の者。 

 (4) 監督については、全日本空手道連盟公認全国・地区審判員と日本体育協会公認空手道指導員 

・上級指導員・コーチ・上級コーチのいずれかの資格を有する者。 

(5) 選手は監督を兼ねることができる。 

(6) 監督、選手を兼ねている者が出場する場合、その競技のみの臨時の監督を当該県から出すことがで

きる。但し、上記(4)の資格を有するものとし、事前に九州地区協議会議長に別紙申請書により申し

出る義務を有する。（臨時監督のＩＤは用意しない） 

 

11．表 彰 

各種目(部)の第 1 位から第 3 位までの者に、それぞれ賞状と賞品を授与する。 

 

12．参 加 料 

1 人 5,000 円(出場種目に関係なく一人の参加料。監督専任者を除く) 

  ＊納入後の参加料は返金しない。 

＊地震・風水害等により大会を中止した場合、旅費・宿泊費の補償はしない。 

 

13．参加申込方法 

(1) 各県空手道連盟は、参加希望者を取りまとめ参加資格、種目年齢の規定に従い、所定の参加申込書

を平成２８年１２月３０日(金)必着にて、宮崎県空手道連盟に送付する。 

（併せてＥメール送信をすること。） 

なお､参加料は各県空手道連盟が取りまとめて､参加申込と同時に宮崎県空手道連盟に納入する｡ 

※前夜祭参加希望者・宿泊希望者・お弁当希望者がいる場合は前夜祭会費・宿泊費も合わせて 

納入すること。 

(2) 参加申込み締切り後の選手の交代は、認めない。 

◎申込書送付先 〒887－0031 宮崎県日南市戸高３-１５-４ 宮崎県空手道連盟 

 Ｅメールアドレス tensyo5520991@yc4.so-net.ne.jp 

    ◎参加費送金先 ゆうちょ銀行 振替口座  

口座番号０１７３０－９－８７９１２ 口座名義 宮崎県空手道連盟 

           ※出場費は必ず各県連から一括して振り込むこと。 

mailto:tensyo5520991@yc4.so-net.ne.jp


14．参加上の注意 

(1) 形・組手競技とも選手は、全空連認定の青・赤帯を着用するものとする。（帯は各自で用意すること。

主催者側では用意しない。）また、組手競技では、危険防止のため全日本空手道連盟指定の安全具(ニ

ューメンホー[Ｖ以上]、拳サポーター［赤・青］、ボディープロテクタ―、セーフティーカップ「女

子は除く」)を各自で用意すること。 

(2) 選手の服装は、開始式、競技中、表彰式とも空手衣とするが、監督は全空連検定ジャージとする。 

(3) 選手は、自ら健康診断を受診する等の健康状態の把握に努めること。また、競技実施前、実施中に

体調の変化を感じた場合には、自ら競技の棄権を申し出ること。 

(4) 事故発生の場合、主催者は応急処置を行い、必要に応じて医療機関に移送する。 

(5) 大会選手の大会期間中の偶然かつ急激なケガを補償するため選手各人において別途傷害保険に加入

することが望ましい。 

(6) 選手は、保険証を持参すること。 

(7) 緊急時対応のため、各県の代表者は全参加者の緊急時連絡先を把握しておくこと。 

(8) 薬を常時服用している場合、服用している薬が分かるもの(お薬手帳等)を必ず携行すること。 

(9) 胸マークは、各都道府県名を表記した下記規格のものを左胸に堅く縫着する。 

①サイズは、縦２０cm×横１０cm 以内とする。 

②文字は、楷書体・黒色・縦書きとする。 

 

15．そ の 他 

(1) 組合せ抽選会  平成２９年 １ 月 ７日(土)  

  

(2) 第１８回宮崎県生涯武道演武大会について 

  平成２９年３月１９日（日）13：00～KIRIAHIMA ツワブキ武道館にて宮崎県空手道連盟主催の 

  第１８回宮崎県生涯武道演武大会（高段者演武会）が開催されます。入場無料となっておりますの    

  で是非ご覧ください。 

  

   (3) 宿泊について 

    宿泊を希望される方は申込書の宿泊希望欄に○をご記入ください。 

前夜祭開催会場のホテルを手配いたします。 

宿泊ホテル ホテルマリックス 一泊朝食付 ６，５００円（駐車料金別） 

〒880-0006 宮崎県宮崎市千草町 15-8 電話 0985-28-6161 

※宿泊費は参加料、前夜祭会費と合わせてお振込みください。 

※車でお越しの場合は事前に直接ホテルにご連絡いただき駐車料金は当日フロントで 

お支払い下さい。 

 

  (4) お弁当について 

    お弁当を希望される方は申込書のお弁当希望欄に○をご記入ください。 

    大会当日準備いたします。 

    お弁当代金 ６００円（お茶付き） 

※お弁当代は参加料、前夜祭会費と合わせてお振込みください。 


