第４３回堺市空手道大会（大阪府小学生大会選考会を兼ねる）
大会場所
日 時
集合時間
開 会 式
試合開始
閉 会 式

種

目

小学生個人
中学生個人
高校生男子
高校一般 女子

一般男子
団 体 戦

試合方法
形 試 合

団 体 形
組手試合

堺市大浜体育館
平成2８年１０月１６日（日）
AM 7：50 役員 係員 裏口集合 大会準備 、
AM ８：４５ 選手は空手胴衣に着替えてフロア‐に整列
AM 9：００ 国旗掲揚 大会宣言 大会委員長
藤村 正二郎
試合上の注意
大会審判長
高橋耕司
AM 9：１５ 4面コートにて開始
PM 17：30 国旗降納
久保田昭
大会講評
副会長
近藤 剛
大会 終了宣言
大会副委員長
深江隆志
形、組手試合の部 幼児混合・小学1年～6年生までの各学年男女別
形、組手試合の部 １年生～３年生までの各学年別男女別
形、組手試合の部 全学年
形、組手試合の部
形、組手試合の部
形試合(３人制） (イ)小学1～3年の部
(ロ)小学4～6年の部
(ハ)中学生の部
(二)高校･一般の部
組手試合(３人制） (イ)小学1.2年の部
(ロ)小学3.4年の部
(ハ)小学5.6年の部
(二）中学生の部
（団体戦は1名の補欠メンバーを認める、但しメンバーは登録された者に限る。）
試合は全空連の競技規定 堺市空手道協会 審判規定及び細則により行う
＊赤、青の旗によるトーナメント方式
＊幼児、１，２年は指導形 、連続可
＊小学３〜６年 は、ベスト８決まるまで指導形連続可、ベスト８からは、第１、第２指定形を
含み、指導形で今まで演武していない形連続可
＊中学生は、1.2回戦平安.撃砕等基本形.ベスト8決定後準々決勝1指定形.準決勝2指定形
＊高校、一般段外は、指導形で連続可
＊高校、一般有段は、１、２回戦は第１指定形。３回戦第２指定形以後自由形。
全て自由形とし、低学年のみ連続使用可。 高学年より１．２回戦同一形連続使用可
以後連続して同一形の使用は不可。
＊幼児、小学生、中学生は1分フルタイム 6ポイント[先取り｣にて勝敗を決する。

＊高校生以上は、１分半のフルタイム、６ポイント先取り
団体組手

学年の低い者を先方に適用することを原則とし、勝敗が決定しても大将戦まで行う
メンホー、胴当て、金カップ、拳サポーターを着用すること。

（マウスピース、インステップガードは自由）
服装について役 員 係 員
選

手

注意事項

背番号について

黒運動靴 グレー系ズボン、 半袖白カッターシャツ
エンジ系ネクタイ又は堺空協指定ネクタイ
胴衣の背中に規定の様式にて名前を縫い付けること(テープ着けはダメ）
(1)選手の荷物は各道場にて管理し盗難の発生が無い様にする事。
(2)選手は試合終了まで帰らないように道場責任者は指導すること。
(3)閉会式は全員参加を義務付ける。
(4)健康保険書は万一に備えて持参すること。
(5)傷害保険は各道場にて出場選手に加入する事未加入者は出場不可
背番号は各人,各道場にて作製の事。材料は白布地、組手 黒字 型 赤字
大きさ：タテ15ｃｍ ヨコ21ｃｍ （Ａ5サイズ）
小1組・小1形

（例）

西島 信幸

出場資格

上段出場種目（個人選）のみ
団体戦は必要なし
下段 選手名

(1)堺市空手道協会所属道場で平成2８年度会費納入済道場にて練習していること。
(2)全日本空手道連盟会員登録者の者
(3)大会出場費大会申し込みを期限までに完了している者
(4)堺市空手道協会所属道場の指導者に出場許可を得た者
９月1０日(土) 申し込み用紙と出場費を添えて申込みを完了する事。

申込〆切り

1種目 ￥2000、２種目 ￥３，０００円 団体1ﾁｰﾑ ￥3000円
※締め切り後の申込みは受け付けません。抽選会以後の変更は不可

（参加費個人種目

申し込み先
振込先
抽選会

副理事長

事 務 局

メールアドレス： inoue1492@outlook.jp (井上） FAX０７２－２５７－７２３０
記号 14160 番号 47195951 口座名：堺市空手道協会 代表 久保田 昭
９月２0(火）サンスクエア2F会議室（予定） PM 6：30～8：45

取り決め事項の確認
①締切日の厳守 抽選会までの変更には応じるがそれ以降はご遠慮ください。
（抽選会までの変更には出場費の返還致します。）
②評議員の弁当は、用意致しません。
但し 大会にお手伝いされている人にはこの限りではありません。
③監督は、コートには入れません。試合コートに入った選手には、声かけはご遠慮ください。
④選手には、役員の言うことを聞くようにご指導願います。
特にコート内での立ち見は厳禁です。
⑤ゼッケンは、縫い付けを原則とします。テープでの取り付けはダメ
⑥車でのご来場は、極力さけてください。乗り合わせる等の方法を指導願います。
⑦ゴミの持ち帰りに協力お願いします。
⑧施設は、大事にご使用願います。特に靴入れ箱、トイレ

事務局からのお知らせ
１、 ７月からの全空連登録は、久保田氏になりました。
お金の振り込みも久保田氏に送ってください。
2、 ホームページが変わりました。
http://www,sakaikarate.jp/

(管理者

西辻一浩）

28 年 10 月 16 日 大浜体育館

第 43 回堺市空手道大会

競技規定
形の部
ベスト 8 まで基本形・平安・撃砕などとしベスト 8 より全空連第 1・2 指定形を含む自
由形とする。
※小学１.２年生は準決勝戦まで連続同一形使用可。決勝戦のみ変更
☆ 中学生は 1.2 回戦平安・撃砕等基本形.ベスト 8 決定後準々決勝第 1 指定形.準決勝
第 2 指定形
決勝戦自由形とする。同一形連続使用は不可
☆ 団体形試合は全て自由形とし、小学 1～3 年団体形試合のみ決勝戦まで、同一の形の連
続使用を
認める。4～6 年生の部、中学生の部及び一般の部は 1.2 回戦同一形連続使用可。
以後連続して同一形の使用は不可。
☆ 団体戦のメンバー変更はあらかじめ登録された者のみ変更は自由に行える。
（パンフレ
ットに記載されている者）

☆ マスターズに関しては基本形（平安・撃砕等）を除き、全て自由形とする。連続不可・
交互使用可
☆ 高校・一般女子形は 1 回戦第 1 指定形、2 回戦第 2 指定形、3 回戦以降自由形とする。

組手の部
☆ 全種目上段攻撃有りとする。
☆ 全種目についてメンホー・胴プロテクター・拳サポーター・金カップ装着を義務付け
る。
・金カップに付いては個人又は責任指導者にその責任をゆだねるものとする。
・拳サポーターに関しては、原則 青・赤のサポーター使用を義務付けるが、
従来の白色サポーターの使用も認める。
・胴プロテクターに関しては、インナーパットは胴着の下に着用する。
アウトパットに関しては胴着の上から着用しても差し支えない。
・シンガード使用は個人の自由とする。
☆ 試合時間は全ての種目を 1 分フルタイム制とする。
☆ 全空連試合規定にて行い、6 ポイント先取を持って勝敗を決する
☆ 小・中・高校生はジュニア＆カデットルールを採用する。
☆ 高校・一般女子組手はカデットルールを採用する。
☆ 団体戦のメンバー変更はあらかじめ登録された者のみ変更は自由に行える。（パンフレ
ットに記載されている者）

☆ 団体戦は勝敗が決しても大将戦まで行う。（堺市空協ルール）

28 年 6 月 19 日 大浜体育館

第 86 回堺市種目別優勝大会空手道の部
第 3 回関西マスターズスポーツフェスティバル

競技規定
形の部
ベスト 8 まで基本形・平安・撃砕などとしベスト 8 より全空連第 1・2 指定形を含む自
由形とする。
※小学１.２年生は準決勝戦まで連続同一形使用可。決勝戦のみ変更
☆ 中学生は 1.2 回戦平安・撃砕等基本形.ベスト 8 決定後準々決勝第 1 指定形.準決勝
第 2 指定形
決勝戦自由形とする。同一形連続使用は不可
☆ 団体形試合は全て自由形とし、小学 1～3 年団体形試合のみ決勝戦まで、同一の形の連
続使用を
認める。4～6 年生の部、中学生の部及び一般の部は 1.2 回戦同一形連続使用可。
以後連続して同一形の使用は不可。
☆ 団体戦のメンバー変更はあらかじめ登録された者のみ変更は自由に行える。
（パンフレ
ットに記載されている者）

☆ マスターズに関しては基本形（平安・撃砕等）を除き、全て自由形とする。連続不可・
交互使用可
☆ 高校・一般女子形は 1 回戦第 1 指定形、2 回戦第 2 指定形、3 回戦以降自由形とする。

組手の部
☆ 全種目上段攻撃有りとする。
☆ 全種目についてメンホー・胴プロテクター・拳サポーター・金カップ装着を義務付け
る。
・金カップに付いては個人又は責任指導者にその責任をゆだねるものとする。
・拳サポーターに関しては、原則 青・赤のサポーター使用を義務付けるが、
従来の白色サポーターの使用も認める。
・胴プロテクターに関しては、インナーパットは胴着の下に着用する。
アウトパットに関しては胴着の上から着用しても差し支えない。
・シンガード使用は個人の自由とする。
☆ 試合時間は全ての種目を 1 分フルタイム制とする。
☆ 全空連試合規定にて行い、6 ポイント先取を持って勝敗を決する
☆ 小・中・高校生はジュニア＆カデットルールを採用する。
☆ 高校・一般女子組手はカデットルールを採用する。
☆ 団体戦のメンバー変更はあらかじめ登録された者のみ変更は自由に行える。（パンフレ
ットに記載されている者）

第43回堺市空手道大会 大会参加申込一覧書
№

氏

名

道場名 学年

個人戦種目
形

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

組手

参加費

団体戦
種目番号

形

組手

種目名

種目番号

1

幼児混合形

24 幼児混合組手

2

小学1年女子形

25 小学1年女子組手

3

小学1年男子形

26 小学1年男子組手

4

小学2年女子形

27 小学2年女子組手

5

小学2年男子形

28 小学2年男子組手

6

小学3年女子形

29 小学3年女子組手

7

小学3年男子形

30 小学3年男子組手

8

小学4年女子形

31 小学4年女子組手

9

小学4年男子形

32 小学4年男子組手

10 小学5年女子形

33 小学5年女子組手

11 小学5年男子形

34 小学5年男子組手

12 小学6年女子形

35 小学6年女子組手

13 小学6年男子形

36 小学6年男子組手

14 中学１年女子形

37 中学１年女子組手

15 中学１年男子形

38 中学１年男子組手

16 中学２年女子形

39 中学２年女子組手

17 中学２年男子形

40 中学２年男子組手

18 中学３年女子形

41 中学３年女子組手

19 中学3年男子形

42 中学3年男子組手

20 高校男子形

43 高校男子組手

21 高校一般女子形

44 高校一般女子組手

22 一般男子段外形

45 一般男子段外組手

23 一般男子形

46 一般男子組手
47 小学1～3年団体形
48 小学4～6年団体形
49 中学生団体形
50 高校一般団体形
51 小学1.2年団体組手
52 小学3.4年団体組手
53 小学5.6年団体組手
54 中学団体組手
55

高校一般女子団体組手

56

高校一般男子団体組手

※形番号と組手番号は出場する種目番号を記入してください。両方に出場する場合は両方とも種目番号を記入して下さい。

※人数が多い時は行を挿入して追加願います。

種目名

