
第５２回 鹿児島県空手道選手権大会（個人戦）並びに  
平成３０年度 県強化選手第２次選考会 兼 全国少年少女大会県代表予選会 

実 施 要 項 
 
１、趣  旨  空手道の正常な普及発展と青少年の健全育成及び社会体育振興に寄与すると共に、           

空手道の競技力向上と親睦交流を図ることを目的とする。 
 

２、 名  称  第５２回 全空連 鹿児島県空手道選手権大会（個人戦） 
 

３、主  催  全空連 鹿児島県空手道連盟 
 
４、後  援  鹿児島県教育委員会、（公財）鹿児島県体育協会、鹿児島市教育委員会、 
        鹿児島市体育協会 
 
５、協  賛  公益財団法人 全日本空手道連盟 
 
６、日  時  平成３０年 ４月２９日（日） 

    ８：３０～       役員・審判員 集合   
    ８：４０～９：１０   監 督 会 議 
    ９：１５～９：３０   開 会 式 

９：３０～１８：００  競 技 開 始 
 （少年少女大会県代表予選会を兼ねる） 
 

※ ４月２８日（土）に開催される審判講習会の時にコ－ト設営及び 
  審判員会議は実施します。 

役員・技術委員会・審判委員会・選手強化委員会及び参加団体並びに、 
鹿児島市内の審判員はご協力をお願い致します。 

 
７、会  場  鹿児島県総合体育センター 体育館・補助体育館 
 
８、入 場 料    無  料 
 
９、参加資格  平成２９年度及び平成３０年度鹿児島県空手道連盟に会員登録をしている者。 
        全国少年少女大会県代表予選会に出場する選手は全日本空手道連盟に会員登録 
        している者。並びに全日本空手道連盟公認級位を取得している者。 
 
10、種  目  ① 組手競技 （トーナメント方式） 
          （１）幼児の部  （男女混合） 

（２）小学生の部 （男女別、１～６年生の学年別） 
          （３）中学生の部 （男女別、１～３年生の学年別） 
          （４）少年（高校生）女子の部  
          （５）少年（高校生）男子の部（高校生１年の部、２～３年生の部） 
          （６）成年の部  （男女別）  

※ ・参加人数によっては、合同とする場合がある。 



         ・高校生は、「出場登録書」に学年を必ず記入すること。 
          ・少年女子と成年女子を合同で行う場合は、シニアル－ルとする。 
        ② 形競技 

（１）幼児の部  （男女混合） 
（２）小学生の部 （男女別、１～６年生の学年別） 

          （３）中学生の部 （男女別、１～３年生の学年別） 
          （４）少年（高校生）女子部  
          （５）少年（高校生）男子の部（高校生１年の部、２～３年生の部） 
          （６）成年の部  （男女別） 

 
※ ・参加人数によっては、合同とする場合がある。 

         ・高校生は、「出場登録書」に学年を必ず記入すること。 
        
11、競技規定  （公財）全日本空手道連盟競技規定、審判規定及び申し合わせ細則による。 
          

① 組手競技について 
（１） 幼児、小学生の部は、競技時間１分フルタイムとし、４ポイント差がつ

くまでとする。 
（２） 中学生の部は、競技時間１分フルタイムとし、６ポイント差がつくまで 

とする。 
（３） 少年（高校生）男女の部及び成年男女の部は、競技時間１分３０秒フ 

ルタイムとし、６ポイント差がつくまでとする。 
ただし、ベスト４以降は、２分フルタイム、８ポイント差がつくまで 
とする。 

（４） 小学生の部、中学生の部、少年男女の部の上段手技によるスキンタッチ 
又は接触は、カテゴリー１の禁止行為である。 

                ② 形競技について 
              採点方式によりベスト４を選出し、以後トーナメント方式により勝敗 
              を決する。 

（１） 幼児の部は全空連基本形、小学生の部は全空連基本形及び全空連第１指

定形とし、形は決勝まで変えなくて良い。 
（２） 中学生の部の初戦は、全空連基本形及び全空連第１指定形とし、ベスト

４以降は全空連得意形とし、決勝まで同一形をしても良い。 
（３） 少年（高校生）男女及び成年男女の部は、空手競技規定（組手競技・形

競技）通りに実施する。  
                          

12、参加費     （１）中学生以下 １種目 １，５００円 
          （２）高校生以上 １種目 ２，５００円 
           ※ 平成３２年鹿児島国体の年まで、財源の確保の為に昨年から増額いたし 

ました。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 
13、大会プログラム販売  １冊５００円で販売致しますので、必要数を「大会申込書」に記入 
             して下さい。  
 
 
 



14、表  彰      上位３位まで表彰及び副賞を授与する。優秀賞は賞状を授与する。 
            中学生以下で同種目２コートの場合はコート優勝とする場合もある。 
 
15、申込方法    （１）別紙の申込書に記入し、事務局宛送付する。 

（２）参加費は、必ず銀行振り込みとし現金では受け付けません。 
下記の指定口座へ入金のこと。出来るだけ、会員登録費・広告料等分け

て入金をお願いします。 別添「送金通知書」を申込書と一緒に送付 
して下さい。 

（３）規定の資格条件を充たしていないとき、提出書類が不足しているとき、 
又は締切日に遅れた場合は出場を認めないので充分注意すること。 

（４） 申込後の参加費の返金及び選手の変更は認めない。 
 

            【振込口座】 
              ● ゆうちょ銀行  
                 （記号）１７８４０ （番号）２６６３２６０１ 
                  鹿児島県空手道連盟 

※ 他金融機関からの振込の場合 
店名 七八八  店番 ７８８ 

                預金種目 普通預金 
                口座番号 ２６６３２６０ 
 
16、申込期限      平成３０年４月１０日（火）必着のこと。（提出期限厳守） 
 
17、申込先     〒８９０－００６３ 鹿児島市鴨池二丁目３０－８ 県老人福祉会館内 
             鹿児島県空手道連盟 事務局 宛  
                        TEL ０９９－２９７－６７７８    FAX ０９９－２９７－６７７８ 
            Eメール 2204my1104@gmail.com 
            連絡先電話 ０９０－２５０９－１５５３ 
 
18、抽選会     平成３０年 ４月１２日（木）18時00分 （予定） 
          *抽選場所   鹿児島県空手道連盟 事務局 
          *県連盟役員、技術委員,選手強化委員及び審判委員会委員は、必ず出席のこと。 
 
19、傷害保険    （１）出場選手が競技中負傷した場合は、主催者において応急処置のみを行い 

その後は自己の責任において治療する。 
（２）スポーツ安全保険に各自加入のこと。また、選手は本大会には必ず 

健康保険証を所持すること。 
  
20、審判員・競技補助員の派遣について 

コート補助員につきましては、参加状況を見て実行委員会で決定いたします。

協力いただけない場合は、そのコートの競技運営が出来ませんので予めご了承

ください。 
各登録団体長は、責任を持って補助員配置をお願い致します。 
役員・審判員・コート補助員には、謝金と弁当を準備します。 
ただし、コート補助員につきましては、配置人数分を準備いたします。 



 
21、駐車場について （１）県体育館の駐車場については、役員・審判員・補助員のみが使用できま 

す。それ以外の方は、市営駐車場又は民間駐車場等をご利用ください。 
（２）コート補助員の駐車許可証については、当日の配置人数分を送付します。 
    

22、安全具について 組手競技に出場する選手は、下記の JKF 指定の安全具を各自準備し装着する

こと。 
（１）成年の部   ①赤青拳サポーター ②ニューメンホー 
          ③セーフティカップ  

④ボディープロテクターの使用を認める。 
          ⑤シンガード・インステップガード 
（２）少年の部   ①赤青拳サポーター ②ニューメンホー 

③セーフティカップ ④ボディープロテクター 
          ⑤シンガード、インスッテプガード 
（３）中学生の部  ①赤青拳サポーター ②ニューメンホー 

③セーフティカップ ④ボディープロテクター 
          ④シンガード・インステップガード（ＪＫＦマークが有れ 

ば使用可） 
（４） 小学生の部    ①赤青拳サポーター（小学生のみリバーシブルも認める） 

②ニューメンホー ③ボディープロテクター 
          ④セーフティカップの使用を認める。 

⑤シンガード・インステップガード 
（５）シンガード、インスッテプガードは、必須とします。 

使用については、４点が揃っているものとする。赤青・白どちらでも 
可とする。 
選手間の貸し借りを可とする。ただし、試合運行に支障をきたさない。 

 
23、服装について   （１）① 道衣について、胸章は、登録団体名又は学校名のみとする。 
               肩には、「鹿児島」・「スポーツ少年団マーク」以外のいかなるマーク 

もつけてはならない。全国少年少女大会出場時の「鹿児島」やワッペ 
ンも外すこと。 

               背部には、登録団体名・氏名のゼッケンのみとする。 
               これ以外のマーク等があった場合は、競技規定の「１分間ルール」を 
               適用し、１分間を過ぎた場合は、棄権又はペナルティーを科す。 
               胸章・背部のゼッケンは、外れない様にしっかり縫い付ける。 
               試合中に外れた場合は、ペナルティーを科す場合がある。 

   ② テーピングについて、 
          テーピングの使用を認めるが、白又はベージュとする。 
     試合前に、大会ドクターの許可をもらうこと。 

許可がない場合は、使用を認めない。 
大会ドクターの許可がなく試合に出た場合は、ペナルティーを科す 
場合がある。 

（２） 監督・コーチ・選手は、競技規定に沿った清潔な白の道衣を着用のこと。 
それ以外の服装は、認めない。 
 



 
24、監督・コーチについて  平成２９年・平成３０年度鹿児島県空手道連盟会員登録済みである 

こと。 
平成２９年度鹿児島県空手道連盟の審判講習会を受講（聴講）済みで 
あること。 

              審判講習会受講（聴講）が無い場合は、監督・コーチは、認めない。 
監督・コーチには、ＩＤカードを準備いたします。 

              空手衣着用、ＩＤカード携帯者以外は、監督・コーチとして認めない。 
              上記以外の者が、試合コート周辺での応援等を行った場合は、当該 
              選手へのペナルティーを科す。 
 
25、１階フロアーへの立ち入りについて 
          大会役員、審判員、コート補助員、監督・コーチ選手以外は、１階競技場フロ

アーへの立入りを禁止する。 
保護者、競技の行われていない選手は、２階観客席から観戦すること。 

 
26、その他連絡事項  ① パソコンでの申し込みを希望される場合は、データをお送りいたします 

ので、上記「17、申込先」のＰＣメールアドレスへその旨、送信してく 
ださい。折り返しデータを送信いたします。 

 
 
 
 
 

       全国少年少女大会出場希望者の取り扱いについて 
 
１．参加費   県大会出場費の他に全少大会県選考会出場費として別途２,０００円を 
        徴収する。 
        全九州少年少女大会出場者 ～ ２,０００円(選考されたベスト４まで) 
                ２種目出場者は(形～２,０００円 組手～２,０００円) 
        全日本少年少女大会出場者 ～ ２,０００円(選考されたベスト２まで) 
        以上の料金を当日徴収します。 
 
２．選考方法 
        県大会組み合わせの中で競技を行い、その試合結果各学年の上位の者を選考する。 
        但し、各学年で２コ－トで競技した場合は各コ－トの上位２名を選考する。 
        形の場合は１回戦の採点方式の上位入賞者より繰り上げを行う。 
        組手の場合はベスト４以下の選手から順を追って繰り上げを行う。 
        但し、形・組手の複数の選手が選考された場合は、その対象者だけで再試合を 
        行い選手を選考する。 
 
        ※全国少年少女大会県代表予選会に出場する選手は、選考された場合、必ず 
         全国少年少女大会・全九州少年少女大会に出場することを条件とする。 
 


