第 ３３回熊本県中学校空手道大会実施項
熊本県空手道連盟
１．目的

2．主催
3．共催
4．後援

本大会は中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上と武
道精神の高揚を図り、心身ともに健全な中学生を育成するとともに、中学生相互の親睦を図ること
を目的とする。
熊本県空手道連盟
熊本県中学校体育連盟
熊本県教育委員会・
（公財）熊本県スポーツ協会・菊池市教育委員会・熊本日日新聞社
（依頼中）

5．期日
6．会場

令和 ４年 5 月 ２９日（日） 午前 8 時 30 分受付 午前 9 時開会
菊池市総合体育館（菊池市亘 538-2TEL:0968-25-3001）

7．参加資格
ア熊本県の中学生で、各郡市を通して熊本県空手道連盟に道場登録をしている道場もしくは、登録中学校空
手道部に所属し熊本県空手道連盟及び（公財）全日本空手道連盟の会員登録済みの者とする。
イ会員登録は熊空連：1 年間 1,500 円及び、全空連：単年度登録 2000 円、全空連 HP で登録すること。
未登録者は参加できません。※会員登録は補欠選手も必ず行うこと。ウ
傷害保険に加入していること。
エ上位大会の県予選大会は、公認級位・段位が必要になります。未資格者は級位申請してください。2
級までは申請で認めます。
オ監督・責任者について、学校部活動顧問（教師に限り無資格者 1 名を認める。）または、熊本県空手道連
盟の令和 4 年審判・監督コーチ義務講習会修了者とする。
8．競技種目・出場人数
学校別対抗とし、混成チームは認めない。競技種目及び１中学校からの出場人数は次のとおりとする。ア団
体組手 男子・女子
男女各１チーム（正選手 3 名・補欠選手 2 名）
※2 名でも参加できるが、その場合大将を空ける。
イ団体形
男子・女子
男女各１チーム（正選手 3 名・補欠選手 2 名）
ウ個人組手 １・2 年男子、代表男子、１・２年女子、代表女子の部
エ個人形
男子個人形・女子個人形
9.全国大会参加資格
大会要項未着の為、分かりません。要項が届き次第熊本県空手道連盟 HP にアップします。
ア団体組手、団体形、個人形に関しては上位入賞者より参加資格を得る。
イ個人組手は、１・2 年生の部、代表の部で試合を行うが、全国大会の予選は代表の部で行う。上
位入賞者より参加資格を得る。3 年生は自動的に代表の部での出場となる。
※学年を問わず代表の部へ申込みはできる。１中学校に複数の道場がある場合は、できるだけまとめて申
込むこと。
※各中学校・道場は生徒の技能・体力を考えどの部に出すかよく検討すること。
競技規定
ア)本大会は、
（公財）全日本空手道連盟の組手競技規定、形競技規定及び全国中学校空手道連盟申し合
わせ事項による。
○組手競技
・組手試合は団体：準々決勝まで 1 分間フルタイム６ポイント差、準決勝から 1 分 30 秒フルタイム
６ポイント差とする。
個人：１分 30 秒フルタイム６ポイント差とする。
・全国大会の予選を兼ねるため団体、個人ともに 3 位決定戦を行う。
イ) 組手競技出場選手は、
（公財）全日本空手道連盟検定の安全具【マウスシールドを着用したメンホー
（Ⅵ・VⅡ）
・拳サポーター（赤・青）・ボディプロテクター・シンガード・インステップガード（色：白の
み）
（全空連：ミズノ㈱、㈱東海堂、㈱ヒロタ、㈱守礼堂の各社製）、男子はファールカップを着装
すること。
※高体連用のシンガード・インステップガードは使用できない。

ロ) 赤帯・青帯は（公財）全日本空手道連盟で認定された帯を使用すること。（全国大会に準ずる）
○形競技
（ア）①各コートにて男女別に行う
②第１ラウンド（予選）参加人数により、グループ数を決定する
２グループ（上位 4 名を選出）もしくは４グループ（上位２名を選出）
③第 2 ラウンド（準決勝）
２グループにて行う。演武の順番は表に記載する
④メダルマッチ 3 位決定戦
3 位決定戦を行う（A グループ２位と B グループ３位・A グループ３位と B グループ２位）
・優先順位決を決める為、3 位同士で点数の高い方を３位 低い方を４位、5 位から８位は準〃決勝
の成績で決める。
⑤メダルマッチ（決勝戦）
・A グループ１位と B グループ１位で決勝戦を行う
（イ）第１ラウンドから２名同時で得点方式で行う。
第２ラウンド・３位決定戦は２名同時、決勝戦は１名ずつ演武する。
（ウ）第 1 ラウンドからＡグループを赤帯、Ｂグループを青帯（ＡＢグループを赤、ＣＤグループを青帯と
する、第２ラウンドからはＡグループを赤帯、Ｂグループを青帯とする
（エ）①第 1 ラウンドまでは、全空連第１指定形の中から選択することとする。
②第２ラウンド(ベスト８)は、全空連第２指定形から選択することとする。
③メダルマッチは、①②で演武していない得意形から選択とする。
（オ）第１・２ラウンド・メダルマッチで同点の場合、以下の事項を順次適用する。
・そのラウンドで演武した同じ形又は別の形を再演武して勝者を決定する。
（カ）コートへの入場は決勝戦を除き、時間短縮の為、直接形開始位置へ進み演武する
（キ）出場人数によっては変更する場合がある。
・全国大会の予選を兼ねるため団体・個人とも 3 位決定戦を行う。
※団体形は参加団体数にて予選を決勝とする場合は第１指定形にて行う
※団体組手は選手 3 名・補欠 2 名の 3 人制とする。
注：ルール違反の申し出については、組手競技（個人・団体）
・形競技共に次の選手が呼ばれるまで、ただ
し、団体戦の大将においては、チームの勝ちコールがあるまでに申し入れることとする。
10. 表彰

各種目とも 3 位まで、賞状・賞品を授与して表彰する。
11. 服装について
①選手は、競技規定にそった清潔な白の空手着を着用すること。上衣の左胸に学校名
（20cm×８cm 程度） 色は黒色とするがスクールカラーの使用は認める。
上記の他、氏名、ラベル以外の表示は認めない。待機時はマスクを着用すること。
②監督は、白の空手着もしくは審判服に準ずる服装（全空連ネクタイは着用不可）とし、R4 年度義務講
習会修了者とする。終了証 ID カードを着用しマスク及びフェイスシールドを着用す ること。
③監督、選手は品位ある態度で競技に臨むこと。選手は、染髪および脱色、ピアス、過度の空手着の変形等、
競技者としてふさわしくないと判断された場合、参加を取り消す。
※空手着上衣の腰部の紐を結ぶこと。空手着上衣の胸部の紐はつけない。
12. コロナ感染防止対策

①入場前に検温します。３７.３℃越え入場不可
②フロアに入場できる者は、県連・菊池郡市連役員・県連企画委員・審判・補助員・選手・及び監督・コー
チ・大会ドクターとします。
③保護者の入場及び監督・コーチの入場人数等は後日お知らせ致します。
④試合終了者、受賞終了者は即退場してください。
⑤大会会場には消毒液を準備します。各自、随時使用してください。
⑥会場内では、大声禁止です。声援は拍手のみでお願い致します。
⑦３密を避けソーシャルディスタンス確保にご協力ください。
⑧表彰後の説明はしません。全国大会参加資格を得た選手の指導者は県連 HP 行事欄を見て、HP 投稿で申し
込んでください。
13. その他
①参加選手は公認級位登録、県連会員登録が必要です。別途申請書に記入して事前に支払い証を添付してお
申込みください。

＊全空連会員登録は個人で行ってください。番号が申請中は受付致しませんのでご注意をお願い致しま
す。
②送金は郵便振替で行い、「払込取扱票」の通信欄に参加費○名×○○円 道場名
道場長名、道場長携帯電話番号を必ず記入すること。
③全国大会出場者はそれぞれ、一人派遣費２，０００円を納入すること。
④傷害保険は各道場（学校）で加入すること。応急処置は主催者で行うがその後の責任はおわない。
⑤シード権については前年度県大会入賞者、全国大会、中学新人戦、全国選抜、少年少女、全国大会
を参考にする。
⑥各チームは、事前に健康診断を行う等、健康管理には十分注意してください。
⑦下記に「一般社団法人熊本県空手道連盟規則」の一部を掲載しますので、ご理解ご協力を何卒宜しくお願
い致します。
＜一般社団法人 熊本県空手道連盟申し合わせ事項＞
本連盟のより良い活動を保証するため、下記の申し合わせをする。会員は、申し合わせを忠実に守らなけれ
ばならない。
・大会は、役員・審判・企画委員・補助員・開催地役員で運営される。本連盟所属の各団体（学校・道場）長
は、上記何れかの役割を務め、大会運営に寄与することが望ましい。団体長には運営を担う意識と態度が求め
られ、試合運営上平等な立場に立つことも重要な要素である。その為監督・コーチ講習会を受講した道場代表
者以外の指導者か保護者が各団体の監督・コーチを務めることを原則とする。
この申し合わせは令和４年４月１日より施行する。
14. 参加費

参加費は、 個人形・組手 １種目 1 人 2500 円
団体形・組手

１種目 1 人 2500 円 但し１団体最高額 7500 円 とする。

※ 義援金補助は終わりました。ご理解お願いします。
15. 参加申し込み方法

①県連 HP から申込書をダウンロードし大会申込書に記入後、県連ＨＰ投稿
②参加費はコロナ感染状況で中止する場合がありますので支払いは 13‐②に記載。
③会員登録・公認級位・級位（段位）移行登録は、令和４年４月２９日までに申請書に
支払い証を添付の上、お申込みください。尚、③の返金は理由を問わず致しません。
16. 参加申込み及び支払い締め切り
①参加申し込み期限：令和４年４月２９日（金）24：00、締め切り厳守致します。
②参加費支払い期限：令和４年５月２０日～２７日（同日締め切り）とします。
「提出済みファイルに送金証（写）を張って再提出をすること」
★申請書に不備がある場合は申請書の修正部分を赤文字に変更して再提出をすること。
＊大会が中止となった場合は、参加費は返金致しますが、１団体 500 円を送金手数料
として頂きます。大会申し込みをキャンセルする場合には、５月６日までは返金を受付ます。その後のキ
ャンセルは理由を問わず返金できません。
17. 送金先

郵便振替 「口座番号」 ０１９３０－８－１６８３３

「加入者名」 熊本県空手道連盟

18. お問い合わせ

申込関係：小・中学生大会企画・運営部長

山内

090-9489-2409

会員登録：事務局次長

山内

090-9489-2409

競技規則：審判部長

濱洲

090-8830-9196

その他全般：事務局長

宮﨑

090-2519-3127

