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第５２回関東空手道選手権大会 実施要項（案） 

（第 77回国民体育大会リハーサル大会） 

 

１．主   催  全日本空手道連盟関東地区協議会   

 

２．主 管  栃木県空手道連盟 

 

３．後 援  （公財）全日本空手道連盟 栃木県県教育委員会 

（公財）栃木県スポーツ協会 小山市 

 

４．期   日  令和３年 ６月２６日（土） 

           開  館 ：8:15～ 

           練習時間 ：9:00～（受付を指定時間内に行うこと） 

           幹 事 会 ：10:00～10:40 

           第 76回国体関東ブロック大会選手登録受付 11:15～11:50 

           審判会議 ：10:50～11:20 

監督会議 ：11:20～11:50 

         ※第 76回国民体育大会関東ブロック大会 

開始式 12:05～12:25 

予選会 12:35～14:00（４コート） 

国体通過証授与式 14:10～14:25 

第 52回関東空手道選手権大会登録受付･計量 13:00～13:50 

          競  技 ：15:00～18:00 

 

         令和３年 ６月２７日（日） 

開 始 式 ： 9:00～9:20 

競   技 ： 9:40～（昼食時間については適宜判断） 

閉 会 式 ：16:00～ （予定） 

 

５．会   場  審判・監督会議  県南体育 研修室 

         公 式 練 習 場  県南体育館 サブアリーナ 

         競 技 会 場  県南体育館 メインアリーナ 

                  県南体育館 

                  〒323-0042 栃木県小山市外城 371番地 1             

電話 0285-21-0021 
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６．種別、種目、参加人数   

種別、種目、参加人数、チーム数は次のとおりとする。 

  『組手』 

１） 成年男子 軽量級 65㎏に満たない体重   （１都７県 ２名 計１６名） 

２） 成年男子 中量級 65㎏から 75㎏までの体重（１都７県 ２名 計１６名） 

３） 成年男子 重量級 75㎏を超える体重    （１都７県 ２名 計１６名） 

４） 成年男子 無差別 体重制限なし      （１都７県 ２名 計１６名） 

５） 成年男子 団体戦 組手及び形の個人戦に出場する選手７名をもって編成 

但し、正選手は５名。少年（高校生）の起用を認める。 

（１都７県 １チーム 計８チーム、５６名） 

６） 成年女子 軽量級 55㎏に満たない体重      （１都７県 ２名 計１６名） 

７） 成年女子 重量級 55㎏を超える体重       （１都７県 ２名 計１６名） 

８） 成年女子 団体戦 組手及び形の個人戦に出場する選手４名をもって編成 

但し、正選手は３名 少年（高校生）の起用を認める。 

（１都７県 １チーム 計８チーム、３２名） 

９） 少年男子 （１都７県 ２名 計１６名） 

10）少年女子 （１都７県 ２名 計１６名） 

                              【計 １２８名】 

 

  『形』 

１） 成年男子 団体戦 少年男子を含む４名をもって編成 但し、正選手は３名 

（１都７県 １チーム 計８チーム、３２名） 

２） 成年女子 団体戦 少年女子を含む４名をもって編成 但し、正選手は３名 

（１都７県 １チーム 計８チーム、３２名） 

  ３）成年男子 （１都７県 ２名 計１６名） 

  ４）成年女子 （１都７県 ２名 計１６名） 

  ５）少年男子 （１都７県 ２名 計１６名） 

６）少年女子 （１都７県 ２名 計１６名） 

                              【計 １２８名】 

７．競技上の規定及び方法 

  競技は（公財）全日本空手道連盟競技規定により行う。 

 『組 手』 

１）トーナメント方法とする。 

２）競技時間は、（個人戦・団体戦とも）２分フルタイムとする。ただし、個人戦

の決勝戦のみ、成年男子は３分フルタイムとする。 



~ 3 ~ 
 

３）選手は、全空連検定品の安全具を着用しなければならない。 

４）団体組手のチーム編成については少年（高校生）の登録も可とする。ただし、

全日本空手道連盟関東地区協議会の承認を得たうえで実施する。 

 

『 形 』（注意：個人戦は第 76回国民体育大会 関東ブロック大会とは別で実施） 

1) 形競技は得点方法とする。  

2) 予選（ラウンド１）は、全空連第１指定形もしくは第２指定形の中から選ば

なくてはならない。 

第１指定形 

   「サイファ」  「ジオン」 「バッサイダイ」 「セイシャン」 

   「セーパイ」 「カンクウダイ」 「セイエンチン」 「チントウ」  

第２指定形 

   「セーサン」 「エンピ」 「マツムラローハイ」 「クーシャンクー」 

   「クルルンファ」 「カンクウショウ」 「ニーパイポ」 「ニーセイシー」 

3)  ランキングラウンド（準決勝）は全空連得意形リストから選定できる。但し、

予選ラウンドと異なる形とする。 

4)  決勝・３位決定戦は全空連得意形リストから選定できる。但し、予選ラウン

ド・ランキングラウンド（準決勝）と異なる形とする。 

 

８．審 判 員 

  各都県から８名ずつ選出の全国又は地区公認組手審判員の資格を有する者をもっ

て編成する。その８名の内、４名以上の地区公認形審判員を含むこと。 

 

９．表 彰 

  各種目及び総合成績の第１位から３位までを表彰するものとし、総合成績の得点基

準は、次のとおりとする。 

個人種目  ☆第１位＝１２点   ☆第２位＝ ９点   ☆第３位＝ ７点 

団体種目  ☆第１位＝３０点   ☆第２位＝２０点   ☆第３位＝１５点 

 

10．参 加 料 

  各都県一律１００，０００円（別紙請求書に基づき、納付してください） 

 

11．参 加 申 込 

  所定の参加申込書により、下記宛に書面の送付及びメール添付にて申し込みをして

下さい。 
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１）申 込 先 

（郵送先）〒322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂３－９－３ 

          全日本空手道連盟関東地区協議会 書記長 大音雅良 宛 

          連絡先  : 090-3007-0788 

          Ｅ-mail：ohto393@bc9.ne.jp 

    ２）申込期限 

    令和 3年 5月 27日（木） 

※関東ブロック大会と同じ申込期限としてあります。 

 必ず、 

      

12．抽 選 

  令和 3年度第 1回関東地区協議会（幹事会）にて抽選。 

 

13．宿泊・弁当 

選手・監督等の宿泊・弁当については 「東武トップツアーズ 担当者後藤」 が

担当します。 

※各都県連役員・関東地区協議会役員・幹事・審判員の宿泊・レセプションについて

は「東武トップツアーズ株式会社宇都宮支店」のホームページからお申し込み下さい。 

 

14．服 装 

   １）審判員      全空連が指定する公式審判員の制服とする。 

  ２）監督・コーチ   各都県所定の公式ジャージとする。なお、大会事務局で配

付する IDカードを付けること。（ID カードは３枚配布） 

  ３）選 手      選手は、各都県名マークを用意し、左胸にしっかり縫い付

けること。大会事務局で配布するゼッケンを背中中央部に

しっかり縫い付けること。 

              ＊試合中に外れた場合においても次の試合までに縫い

つけなければ参加は認めない。 

  ４）競技役員及び役員 別途定める。 

 

15．その他 

  １）赤帯・青帯は各都県で用意すること。 

  ２）選手は、全空連会員登録者であり、公認段位の取得者でなければ参加できない。 

  ３）監督は、（公財）全日本空手道連盟公認全国または地区審判員と、公益財団法

人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員制度に基づく公認空手道コーチ１・コ

ーチ２・コーチ３・コーチ４のいずれかの資格を有する者でなければならない。 
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  ４）各都県連盟の責任者に、選手の健康診断の受診を義務づける。健康診断申告票

（別紙）に健康診断受診日を明記し、監督会議で大会実行委員会に提出するこ

と。なお、健康診断書については、各都県連盟で保管しておくものとする。 

  ５）各都県連盟の責任者は、高校生用出場承諾書と参加選手誓約書を選手に提出さ

せ、監督会議で大会実行委員会に提出すること。 

  ６）競技中の事故に関わる応急処置は主催者側で行うが、その後の処置は各自で行

うこと。 

 

16. 各種文書様式・要項等   栃木県空手道連盟のホームページ参照 

 

17．大会問合せ先 全日本空手道連盟 関東地区協議会 令和 3年度書記長 大音雅良 

〒322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂３－９－３                     

               連絡先  ：０９０－３００７－０７８８ 

                     ＦＡＸ   ：０２８９－６２－５７７３ 

Ｅ-mail ：ohto393@bc9.ne.jp 

 

18．宿泊問合せ先    東武トップツアーズ株式会社  

〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り 2-1-1 

      ＮＭＦ宇都宮ビル 5Ｆ 

連絡先： ０２８－６３６－７７６１ 

ＦＡＸ： ０２８－６３６－７７６０ 

担当： 後藤（携帯 080-2195-1934） 

Ｅ-mail: tsuyoshi_goto@tobutoptours.co.jp 

 


