
第第第第１１１１２２２２回岡山県少年少女空手道選手権大会実施要項回岡山県少年少女空手道選手権大会実施要項回岡山県少年少女空手道選手権大会実施要項回岡山県少年少女空手道選手権大会実施要項  

（第１３回全日本少年少女空手道選手権大会・ 

      第２１回中国地区少年少女空手道選手権大会 岡山県予選会） 

 

 1．主    催  岡山県空手道連盟 

 2. 後  援 岡山市教育委員会 岡山市体育協会 岡山県武道団体連合会 

 3. 協  賛  (公財)全日本空手道連盟 

 4．期    日  平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））        午前午前午前午前 9  9  9  9 時時時時    開会式開会式開会式開会式    

 5．会    場  六番川水六番川水六番川水六番川水のののの公園体育館公園体育館公園体育館公園体育館    （（（（岡山市岡山市岡山市岡山市東区東区東区東区升田升田升田升田614614614614----64646464）））） TEL 086-948-4515 

 6．種    目  (各種目３３３３名名名名まで) 

 

  組組組組    手手手手    競競競競    技技技技             形形形形    競競競競    技技技技      

 小学１年生  男子  小学１年生  男子 

    ２年生  男子     ２年生  男子 

    ３年生  男子     ３年生  男子 

    ４年生  男子     ４年生  男子 

    ５年生  男子     ５年生  男子 

    ６年生  男子     ６年生  男子 

  小学１年生  女子   小学１年生  女子 

    ２年生  女子     ２年生  女子 

    ３年生  女子     ３年生  女子 

    ４年生  女子     ４年生  女子 

    ５年生  女子     ５年生  女子 

    ６年生  女子     ６年生  女子 

 

 6．競技規定 (1)(公財)全日本空手道連盟の競技規定による。 

(2)組手競技個人戦 

        ① 組手競技時間内に、6666    ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄ先取先取先取先取が生じた場合、競技終了時に得点 

の多い競技者、又は判定による。ベストベストベストベスト4444よりよりよりより（（（（6666ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄ差差差差）））） 

               ② ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で行う。 

                ③ 競技競技競技競技はははは    1111分分分分00000000秒秒秒秒((((ﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑ))))    1,2 1,2 1,2 1,2 回戦回戦回戦回戦                                                    

                                        1111分分分分30303030秒秒秒秒((((ﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑﾌﾙﾀｲﾑ）））） 3  3  3  3 回戦回戦回戦回戦～～～～決勝決勝決勝決勝までまでまでまで    

    

    

    



 

             (3)形競技個人戦 

        ① ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式で、2名が同時に行い、赤・青旗により勝敗を決定する。 

                ② ﾍﾞｽﾄ16までは県連指定形の中から選定し、同じ形を繰返し競技 

         できるものとする。(名称が同じなら、各団体の形でよい。) 

                ③ ﾍﾞｽﾄ8以降は県連指定形及び全空連指定形の中から選定し、予選で 

使用した形は選べない。 

＊県連指定形：平安(ﾋﾟﾝｱﾝ)初～五段、ｹﾞｷｻｲ(撃砕)Ⅰ・Ⅱ 

 7．審 判 員  岡山県空手道連盟公認大会審判員により審判を行う｡ 

 8．参加資格 (1) 岡山県空手道連盟に登録した会員であり､ 更に(財)全日本空手道 

連盟の会員であること。 

             (2) 各種目とも1団体(道場)3名以内とする。 

             (3) 各団体で全選手をｽﾎﾟｰﾂ傷害保険に加入させておくこと。 

 9999．．．．参参参参    加加加加    料料料料        １１１１種目種目種目種目につきにつきにつきにつき 2, 2, 2, 2,555500000000円円円円    

        参加料は次の指定口座に振込むこと。参加中止による返金はしない。 

ゆうちょ銀行 １５４８０－８２２０６８１ 岡山県空手道連盟 

 ※他の金融機関からの振込みの場合 

【店番】５４８ 【種目】普通預金 【口座番号】０８２２０６８ 

       送金後送金後送金後送金後、、、、必必必必ずメールにてずメールにてずメールにてずメールにて事務局事務局事務局事務局へへへへ次次次次のののの情報情報情報情報をををを伝伝伝伝えることえることえることえること。。。。    

                        ①①①①振込者氏名振込者氏名振込者氏名振込者氏名    ②②②②団体名団体名団体名団体名    ③③③③大会名略称大会名略称大会名略称大会名略称    ④④④④振込日振込日振込日振込日    ⑤⑤⑤⑤金額金額金額金額    

                        [[[[事務局事務局事務局事務局    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ]]]]     okf_zimukyoku@yahoo.co.jpokf_zimukyoku@yahoo.co.jpokf_zimukyoku@yahoo.co.jpokf_zimukyoku@yahoo.co.jp    

                                                    注意注意注意注意         (okf_zimukyoku (okf_zimukyoku (okf_zimukyoku (okf_zimukyoku    間間間間にｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰがありますにｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰがありますにｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰがありますにｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰがあります。。。。))))    

    

10101010．．．．申申申申しししし込込込込みみみみ (1)  (1)  (1)  (1) 申込期限申込期限申込期限申込期限        平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年４４４４月月月月    ８８８８日日日日（（（（火火火火））））        必着必着必着必着。。。。    

                (2) (2) (2) (2) 申込方法申込方法申込方法申込方法    ﾒｰﾙのみﾒｰﾙのみﾒｰﾙのみﾒｰﾙのみ受付受付受付受付しますしますしますします。。。。 (kenrentaikai@yahoo.co.jp) (kenrentaikai@yahoo.co.jp) (kenrentaikai@yahoo.co.jp) (kenrentaikai@yahoo.co.jp)    

             申込みを受付けましたらﾒｰﾙにて受付け内容の確認を送信 

しますので、それがない場合はお問い合わせください。 

尚､処理の都合で返信に日数がかかることもあります。 

また、団体責任者とﾒｰﾙ発信者が違う場合は必必必必ずずずず発信者名発信者名発信者名発信者名 

をををを記入記入記入記入してください。 

(3) 申 込 書  別紙様式による。(勝手な形式は受付けません。) 

             (4) 問合せ先 岡山県空手道連盟 大会運営委員会  木村  

                                         携帯 090-1353－0884 

11111111．．．．組合抽選組合抽選組合抽選組合抽選        平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））        少年空手道委員会少年空手道委員会少年空手道委員会少年空手道委員会、、、、大会運営委員会大会運営委員会大会運営委員会大会運営委員会    

にてにてにてにて厳正厳正厳正厳正にににに行行行行うううう｡｡｡｡    

 



 

12. そ の 他 (1) 安全具 

        ① 組手全試合に赤青 拳ｻﾎﾟｰﾀｰ、JKFﾒﾝﾎｰ、及びﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを着用 

すること。男子組手競技は必ずﾌｧｳﾙｶｯﾌﾟを着用のこと。 

ｲﾝｽﾃｯﾌﾟ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞｲﾝｽﾃｯﾌﾟ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞｲﾝｽﾃｯﾌﾟ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞｲﾝｽﾃｯﾌﾟ・ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ    ⇒⇒⇒⇒    任意任意任意任意でのでのでのでの着用着用着用着用をををを認認認認めるめるめるめる    

尚、安全具は、各自持参すること。 

             (2) 服装 

        ① 選手はよく洗濯された白の空手衣とする。 

ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂは白、ﾍｱﾊﾞﾝﾄﾞは黒、胸ﾏｰｸは自由 

         金属類のﾍｱﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾍｱﾋﾟﾝ等の着用は一切認めない。 

              ② ｾﾞｯｹﾝ(背番号)は、 

         自分自分自分自分のののの氏名氏名氏名氏名((((ﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑ))))をををを黒色黒色黒色黒色でででで書書書書いたいたいたいた白布白布白布白布（（（（縦縦縦縦20202020㎝㎝㎝㎝××××横横横横25252525㎝）㎝）㎝）㎝）をををを 

         背中背中背中背中にににに貼貼貼貼るるるることとしますので、各自で用意すること。 

                                                                        安全安全安全安全具具具具、、、、服装服装服装服装のののの不備不備不備不備のののの選手選手選手選手はははは失格失格失格失格となりますので十分注意すること。 

                  

 

 

＊中国地区少年少女空手道選手権大会の種目は、小学生5･6年生のみ、形・組手 

とも1･2位が出場権を獲得。 

＊ 全国少年少女空手道選手権大会は、各種目2名が出場権獲得。一人の選手が形と

組手両方には出場できない。 

 

   

     【【【【参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ最重要事項最重要事項最重要事項最重要事項】】】】    

            大会上位入賞者大会上位入賞者大会上位入賞者大会上位入賞者（（（（2222名名名名））））はははは必必必必ずずずず全国大会全国大会全国大会全国大会にににに岡山県代表選手岡山県代表選手岡山県代表選手岡山県代表選手としとしとしとし

            てててて参加可能参加可能参加可能参加可能であることをであることをであることをであることを大前提大前提大前提大前提にににに申込申込申込申込みをみをみをみを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    

    

    

    

    

    

    



    

            【服装について】 

本大会は全国大会の予選会でもあります。服装についても規定に則って行います。 

組手競技規定組手競技規定組手競技規定組手競技規定    第第第第2222条条条条（（（（競技者競技者競技者競技者））））    

3333項項項項 上着上着上着上着のののの長長長長さはさはさはさは腰腰腰腰をををを覆覆覆覆うほどのうほどのうほどのうほどの長長長長ささささ    大腿大腿大腿大腿のののの4444分分分分のののの3333までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

4444項項項項 上着上着上着上着のののの袖袖袖袖のののの長長長長さはさはさはさは手首手首手首手首までとしまでとしまでとしまでとし、、、、前腕前腕前腕前腕のののの中程中程中程中程よりよりよりより短短短短くてはならないくてはならないくてはならないくてはならない。。。。

上着上着上着上着のののの袖袖袖袖はまくってはいけないはまくってはいけないはまくってはいけないはまくってはいけない。。。。    

5555項項項項 ズボンのズボンのズボンのズボンの長長長長さはさはさはさは、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも下肢下肢下肢下肢のののの3333分分分分のののの2222をををを覆覆覆覆うほどのうほどのうほどのうほどの長長長長さとしさとしさとしさとし    

くるぶしがくるぶしがくるぶしがくるぶしが隠隠隠隠れてはならないれてはならないれてはならないれてはならない。。。。裾裾裾裾をまくりをまくりをまくりをまくり上上上上げてはいけないげてはいけないげてはいけないげてはいけない。。。。    

      

   (1)よくよくよくよく洗濯洗濯洗濯洗濯されたされたされたされた白白白白のののの空手衣空手衣空手衣空手衣とする。左胸マークは自由、 

女子女子女子女子はははは白色白色白色白色無無無無地地地地ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツをををを着着着着用用用用してもしてもしてもしても良良良良いいいい・・・・男男男男子子子子はははは着着着着用用用用    禁止禁止禁止禁止    

大大大大きいきいきいきい道着道着道着道着のののの縫製改造縫製改造縫製改造縫製改造はははは組手組手組手組手試試試試合時合時合時合時にににに引引引引っっっっかかかかかかかかるるるる為為為為    禁止禁止禁止禁止    

((((袖袖袖袖・・・・裾裾裾裾をををを内側内側内側内側へへへへ折折折折りりりり込込込込んんんんでのでのでのでの縫製縫製縫製縫製はははは認認認認めめめめるるるる））））    

金属類金属類金属類金属類ヘアバンド・ヘアピン等の着用は一切認一切認一切認一切認めないめないめないめない。 

             （ゴムのゴムのゴムのゴムの髪止髪止髪止髪止はははは黒色黒色黒色黒色とする） 

(3)ゼッケン(背番号)は、 

        自分自分自分自分のののの氏名氏名氏名氏名((((ﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑﾌﾙﾈｰﾑ))))をををを黒色黒色黒色黒色でででで書書書書いたいたいたいた白布白布白布白布（（（（縦縦縦縦20202020㎝㎝㎝㎝××××横横横横25252525㎝）㎝）㎝）㎝）をををを背中背中背中背中にににに    

ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン全周全周全周全周をををを縫縫縫縫いいいい付付付付けるけるけるけること。 

        (4)(4)(4)(4)道着道着道着道着のののの指定場所以外指定場所以外指定場所以外指定場所以外のののの表示表示表示表示のののの禁止禁止禁止禁止    

                            ①①①①右胸右胸右胸右胸（（（（道着道着道着道着メーカーメーカーメーカーメーカー名名名名））））    

                            ②②②②左右肩口左右肩口左右肩口左右肩口（（（（全小全小全小全小ののののﾜｯﾍﾟﾝ・ﾜｯﾍﾟﾝ・ﾜｯﾍﾟﾝ・ﾜｯﾍﾟﾝ・岡山県桃岡山県桃岡山県桃岡山県桃マークマークマークマーク・・・・岡山県文字岡山県文字岡山県文字岡山県文字・・・・道場名道場名道場名道場名・・・・名前名前名前名前））））    

                            ③③③③背中背中背中背中（（（（ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン以外以外以外以外のもののもののもののもの））））    

                            上記上記上記上記のののの表示表示表示表示はははは取取取取りりりり外外外外すことすことすことすこと。。。。刺繍刺繍刺繍刺繍でででで取取取取りりりり外外外外しがしがしがしが出来出来出来出来ないないないない場合場合場合場合はははは白色白色白色白色テーピテーピテーピテーピ

                            ングでングでングでングで隠隠隠隠してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

      （（（（5555））））競技競技競技競技にあまりにもふさわしくないにあまりにもふさわしくないにあまりにもふさわしくないにあまりにもふさわしくない髪型髪型髪型髪型とととと思思思思われるわれるわれるわれる場合場合場合場合、、、、    

                                試合参加試合参加試合参加試合参加をををを認認認認めないめないめないめない。。。。                                

                            男子選手男子選手男子選手男子選手⇒⇒⇒⇒後髪後髪後髪後髪はははは後襟後襟後襟後襟までとするまでとするまでとするまでとする。。。。横横横横のののの刈上刈上刈上刈上げげげげ２２２２段変則段変則段変則段変則カットカットカットカット等等等等    

                        小学生小学生小学生小学生としてふさわしくないとしてふさわしくないとしてふさわしくないとしてふさわしくない髪型髪型髪型髪型    

    

【テーピングについて】 

 大会には怪我をしている選手は出場できません。 

 テーピングで補強しないといけないほど身体を痛めている選手は出場できません。 

 事前事前事前事前にドクターチェックのにドクターチェックのにドクターチェックのにドクターチェックの上上上上、、、、審判長審判長審判長審判長のののの許可許可許可許可をををを得得得得たたたた場合場合場合場合はははは出場出場出場出場をををを認認認認めるめるめるめる。。。。    

 

 



 

 

 

承承承承            諾諾諾諾            書書書書 

 

 

岡山県空手道連盟 

会長 波多 洋治 殿 

 

 この度、貴連盟の諸活動に上記の者が参加することを承諾します。 

参加に際しては貴連盟の諸規則を厳守します。万一、参加中に事故等が発生し

た時は、保護者において一切の責任を負い、貴連盟に、迷惑のかからないよう

処理致します。 

 

平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日 

 

                                                                保護者氏名保護者氏名保護者氏名保護者氏名                        印 

 

 

記記記記 

 

１．参加者氏名                       

 

２．現 住 所                            

 

３．電 話 番 号                            

 

  ４．生 年 月 日                            

 

   ５．学 校 名                            

 

   ６．所属道場名                       

 

 


