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第５３回関東空手道選手権大会 実施要項 

１．主   催  全日本空手道連盟関東地区協議会   

 

２．主 管  一般社団法人東京都空手道連盟 

 

３．後 援   東京都 

（公財）全日本空手道連盟 

（公財）東京都体育協会 

 

４．期   日  令和４年 ８月２７日（土） 

           開  館 ：8:00～（役員・係員・審判員は正面入口から入館） 

                 8:30～（選手団・観客は南側入口から入館） 

            形得点入力システム説明会：8:50～9:30  

※審判員は全員第 1コートに集合 

           幹 事 会 ：9:00～9:30 

           第 77回国体関東ブロック大会選手登録受付 9:40～10:10 

           審判会議 ：9:30～9:50 

監督会議 ：9:50～10:10 

         ※第 77回国民体育大会関東ブロック大会 

開始式 10:30～10:50 

予選会 10:50～12:30 

国体通過証授与式 12:35～12:50 

第 53回関東空手道選手権大会登録受付･計量 11:00～12:20 

  計量所 男子：第１武道場指導員室、女子：第１武道場研修室 

           競  技 ：13:40～17:50 

 

         令和４年 ８月２８日（日） 

           開  館 ：8:00～（役員・係員・審判員は正面入口から入館） 

                 8:30～（選手団・観客は南側入口から入館） 

開 始 式 ： 9:40～10:00 

競   技 ：10:00～（昼食時間については適宜判断） 

表 彰 式 ：17:10～ （予定） 

 

５．会   場  審判・監督会議  東京武道館 ２階大研修室 

         選 手 控 室  東京武道館 第２武道場 

         競 技 会 場  東京武道館 大武道場 

         東京武道館 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-20-1 

電話 03-5697-2111 
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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）女子個人組手  －５０㎏級（５０．０㎏未満） 

－５５㎏級（５０．０㎏以上５５．０㎏未満） 

－６１㎏級（５５．０㎏以上６１．０㎏未満） 

－６８㎏級（６１．０㎏以上６８．０㎏未満） 

＋６８㎏級（６８．０㎏以上） 

２）男子個人組手  －６０㎏級（６０．０㎏未満） 

－６７㎏級（６０．０㎏以上６７．０㎏未満） 

－７５㎏級（６７．０㎏以上７５．０㎏未満） 

－８４㎏級（７５．０㎏以上８４．０㎏未満） 

＋８４㎏級（８４ ．０㎏以上） 

                     （各階級１都７県 ２名 計１６０名） 

３）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） 

４）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） 

４）少年男子 （１都７県 ２名 計１６名） 

５）少年女子 （１都７県 ２名 計１６名） 

                             【計 ２８０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】 
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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）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 77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」 「ニーセーシー」 

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 
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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。 

 

１）申 込 先 

（郵送先）〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 2-14-4阿佐ヶ谷北口ビル２F 

          一般社団法人 東京都空手道連盟 

          連絡先  : 03-3223-9002 

          Ｅ-mail：tokuren_taikai@yahoo.co.jp 

    ２）申込期限 

    令和３年７月２９日（金） 

      

12．抽 選 

  令和４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 「株式会社 JTB」 が担当します。 

※各都県連役員・関東地区協議会役員・幹事・審判員の宿泊については「JTB」のホームペ

ージからお申し込み下さい。 

 ※関東空手道選手権大会の宿泊・弁当につきましても、関東ブロック大会のシステムをそ

のまま使用してください。ログイン ID、パスワードも同じです。 

問合せ先 株式会社 JTB スポーツマーケティング事業部 

〒163－0454東京都新宿区西新宿２－１－１ 

新宿三井ビルディング５４階 

連絡先：０３－５９０９－８７０４ 

ＦＡＸ：０３－５９０９－８１００ 

担 当： 影山 

Ｅ-mail: kanburo-tokyo-r4@jtb.com 

 

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。 
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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。 

  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）出場者には傷害保険に一括加入しているが、補償額は傷害の度合いによって十分で

はないため、補償補填のため出場者個々人において別途傷害保険に加入することを

推奨する。 

 ＜参考＞ （公財）スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」「公認スポーツ指導

者総合保険」など 

また、本大会には必ず保険証を持参すること。 

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。 

  ７）新型コロナ感染症の感染状況によっては、大会を中止することもありうる。 

    中止の場合は主管団体より各県事務局へ通知し、各県事務局は関係各位へ速やかに

周知をする。 

  ８）入館者（役員、監督、コーチ、選手、観客等）は全員、健康管理チェックシートを

提出の後入館のこと。また、別紙「新型コロナ感染症対策について」を遵守するこ

と。 

  ９）東京武道館には、当該大会用駐車スペースはありません。公共交通機関をご利用い

ただくか、周辺駐車場をご利用ください。東京武道館周辺への路上駐車はご遠慮く

ださい。      

   

16. 各種文書様式・要項等 東京都空手道連盟のホームページ参照 

 

17．大会問合せ先 一般社団法人 東京都空手道連盟 

〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 2-14-4 阿佐ヶ谷北口ビル２F 

          連絡先  : 03-3223-9002  FAX：03—3223-9007 

          Ｅ-mail：tokyo@tokuren.jp 

mailto:tokyo@tokuren.jp

