
支部長各位

平成29年11月吉日

第36回全関東空手道競技大会
実行委員長　白鳥　憲治

実行委員会

第36回全関東空手道競技大会要綱（案）
［東京地区＋関東地区］

時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたび、標記大会の開催にあたり、下記のとおり大会要綱を定めましたので、ご案内申

し上げます。　この要綱に基づき、関係各位に遺漏ないよう周知徹底され、期日までに手続

きされますようお願い申しあげます。　支部長各位には多数の会員がこの大会に参加され、
より充実した大会になるよう特段のご支援並びにご協力をお願い申しあげます。

尚、今回は駒沢オリンピック公園総合運動場体育館にて開催することになりましたので従来
同様、奮ってご参加下さるようお願い致します。

記

1　開催日時

平成30年3月21日（水・祝）

午前8時30分開場・9時30分競技開始～午後5時終了予定
注1．役員および審判・コートスタッフは午前8時30分集合

注2．審判会議は、8時40分開始
選手および運営委員は9時集合

2　会　　場

駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都世田谷区駒沢公園1－1）
電話03－3421－6199

詳細は、要綱の最後に記載しましたのでご参照下さい。

3　競技種目

組手団体戦・個人戦および形個人戦

4　参加資格

団体戦は、和道会関東地区本部又は東京地区本部に所属する支部、個人戦はその
支部に所属する和道会会員で、和道会認定の段、級位所持者に限る。

注1．平成29年度支部年会費未納の支部の所属会員及び未登録会員は遅くとも
申込時点までには申込みと同時に所定の手続きを終了させてください。

注2．会員登録は一度登録すると生涯有効となります。大会当日は受付にて参加

資格の確認を致しますが、大会の進行を遅滞なく運ぶためにも何卒各位の
事前のご確認とご理解を重ねてお願い申し上げます。

注3．有段の部の競技とは和道会段位の保持者を指す。全空連及び他会派で取得した段

位では出場できません（但し、全空連段位は和道会段位に移行手続き後、参加可
能）。

注4．団体戦における大学の部とは、和道会に支部登録した大学を言う。したがって、

支部登録されていない大学は一般の部扱いとなります。
注5．参加資格がないことが判明した場合は出場を取り消すことになりますので、ご注

意ください。
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5　参加費
（1）組手団体戦 男子1チーム　15，000円

女子1チーム　10，000円

（2）個人戦（組手・形それぞれ）大学・一般1種目1名　　　　　　　3，500円
〝　（　　　〝　　　）小学生・中学生・少年1種目1名　　3，000円

（形のみ）　　　　　未就学児童

6　申込締切日

平成30年1月16日（火）［期日厳守　当日までに必着のこと］

3，000円

7　参加申し込み方法

別紙「参加申込書」に所定事項を記入の上、参加費を添えて次の事務局宛に
必ず『現金書留』で指定期日までに必着するようご郵送して下さい。
なお、申込み時、現金書留の封筒が小さいことから参加種目のみ切り取り郵送される
ケースが有りますが事務処理の関係上、A4サイズのままご郵送ください。
A4サイズ封筒でも郵便局窓口に持参することで、現金書留として取扱いして頂け

ますのでよろしくお願い致します。

［宛先］　285－0854

千葉県佐倉市上座711－6

第36回全関東空手道競技大会事務局
三橋　勇

携帯　070－4110－3849

FAX　　　043－487－6160

Eメール　mitsuhashi＠mailg．shumei－u．aC．jp

＊連絡、交信は、利便性・記録等からEメールが有効と考えます。

2



8　競技区分

［組手競技］

区　分 �条　件 �制　限 

（ア）一般男子 �団体戦 �1支部2チーム可、1チーム7名以内登録 

（イ）大学男子 �団体戦 �1支部2チーム可、1チーム7名以内登録 

（ウ）一般女子 �団体戦（大学を含む） �1支部2チーム可、1チーム5名以内登録 

（AO）シニア男子 �個人戦（50歳以上） �有段 

（Al）シニア男子 �JJ（40歳以上） �有段 

（A2）シニア女子 �個人戦（40歳以上） �有級・有段 

（B）一般男子 �個人戦 �有段 

（C）大学男子 �個人戦 �有段 

（D）一般男子 �J／ �有級、大学生含む 

（El）一般女子 �JJ �有段、大学生含む 

（E2）一般女子 �／／ �有級、大学生含む 

（Fl）少年男子 �J／ �有級・有段、高校生年齢及び下記年齢 

（F2）少年女子 �JJ �有級・有段、高校生年齢及び下記年齢 

（Gl）中学男子 �J／ �有段 

（G2）中学男子 �／／ �有級 

（Hl）中学女子 �J／ �有段 

（H2）中学女子 �／J �有級 

（Il）小学6年男子 �／J �有級・有段 

（Ⅰ2）小学6年女子 �JJ �有級・有段 

（Jl）小学5年男子 �JJ �有級・有段 

（J2）小学5年女子 �JJ �有級・有段 

（Kl）小学4年男子 �／J �有級・有段 

（K2）小学4年女子 �JJ �有級・有段 

（Ll）小学3年男子 �JJ �有級・有段 

（L2）小学3年女子 �JJ �有級・有段 

（M）小学2年男女 �／J �有級・有段 

（N）小学1年男女 �JJ �有級・有段 

※組手出場選手携帯品（当該出場選手は○印の品を必ず持参して下さい）

項　　目 �メンホー �マウスヒロース �拳サポーター �胸当て �ファールカッ70 �保険証 

シニア男子 �○ �× �○ �× �○ �○ 

シニア女子 �○ �× �○ �○ �× �○ 
一般・大学男子有段 �× �○ �○ �× �○ �○ 

一般・大学男子有級 �○ �× �○ �× �○ �○ 

一般・大学女子 �○ �× �○ �○ �× �○ 

少年男子 �○ �× �○ �○ �○ �○ 

少年女子 �○ �× �○ �○ �× �○ 

中学生男子 �○ �× �○ �○ �○ �○ 

中学生女子 �○ �× �○ �○ �× �○ 

小学生男女 �○ �× �○ �○ �× �○ 

注1．胸当て（ボディープロテクター）は道衣の下に着用して下さい。（小学生は外付け可とする）

注2．メンホーはハードメンホーとし全空連の指定品を使用して下さい。

注3．拳サポーターは全空連、学連、高体連および中体連の指定晶を使用して下さい。
注4．胸当て、メンホーおよび拳サポーターは各自ご用意下さい。
注5．一般・大学男子は、拳サポーターは全空連の指定晶を使用してください。
注6．ソフトな脛当て、甲当ては着用可とする。
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［形競技］個人戦

区　分 �条　件 �制　限 

（01）シニア男子 �（40歳以上） �修行開始制限なし 

（02）シニア女子 �（40歳以上） �修行開始制限なし 

（Pl）一般男子 � �有段、大学生含む 

（P2）一般男子 � �有級、大学生含む 

（Ql）一般女子 � �有段、大学生含む 

（Q2）一般女子 � �有級、大学生含む 

（Rl）少年男子 � �有級・有段、高校生及び下記年齢 

（R2）少年女子 � �有級・有段、高校生及び下記年齢 

（Sl）中学男女 � �有段 

（S2）中学男女 � �有級 

（T）小学5～6年男女 � �有段 

（U）小学1～4年男女 � �有段 

（Ⅴ）小学6年男女 � �有級 

（W）小学5年男女 � �有級 

（Ⅹ）小学4年男女 � �有級 

（Y）小学3年男女 � �有級 

（Zl）小学2年男女 � �有級 

（Z2）小学1年男女 � �有級 

（Z3）未就学児男女 � � 

※組手競技および形競技の注意事項

注1競技区分は、申込みの人数により変更（統合／細分化）することもあります。
注2　シニアの男女出場資格年齢は、平成30年4月1日現在の年齢とする。

注3　少年とは、平成11年（1999年）4月2日以降、平成14年（2002）4月1日以前に

生まれた者をいう。

注4　小中学生の部は、平成29年度の学年とする。
注5　出場人数は、特記なき限り制限なし。
注6形競技のみ出場する場合でも保険証は必ず持参して下さい。

9　形競技の指定形

区分 �段位 �一回戦 �二回戦から決勝戦まで 

シニア男子 � �ピンアン五段 �和道会指定形から選択する。 （ピンアンの形も含む） ＊一度使用した形は、それ以後 演武できない。 

シニア女子 � �ピンアン五段 
一般男子 � �ピンアン五段 

一般女子 � �ピンアン五段 

少年男子 � �ピンアン五段 

少年女子 � �ピンアン五段 

中学生男女有段 �有段 �ピンアン五段 

中学生男女有級 �有級 �ピンアン四段 �ヒ¢ンアン・ナイハンチ・クーシャンクーの内より、 一回戦と異なる形を選択する。 尚、同じ形を2回連続して行っ てはならない。 （劫段→二段→遡段→‥は可能） 

小学生男女 �有段 �ピンアン四段 

小学生5～6年男女 �有級 �ピンアン三段 

小学生3～4年男女 �有級 �ピンアン初段 

小学生1～2年男女 �有級 �ピンアン二段 

未就学児男女 � �ピンアン二段 �同じ形を連続しても良い 
＊一回戦とは、シード選手の初戦までをいう。本来の一回戦勝者は、もう一度続けて、

指定された形を行う。
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10　競技方法及び審判規定

（1）組手競技はトーナメント方式で行なう。ルールは平成27年の（公財）全日本

空手道連盟規定の「競技、審判規定」及び全開東大会申し合わせ事項を準用する。
（2）組手競技の勝負は原則として、中学生以上は6ポイント、小学生は4ポイント

差勝負とする。

但し、団体種目は勝敗が決した時点で終了する。
（3）組手競技時間（原則として）

（D原則として1分30秒フルタイムとする。

②一般男子・大学男子個人の部および、各団体戦の準決勝、決勝戦は3分間フルタ
イム、8ポイント差勝負とする。

③一般女子有段および団体戦の準決勝、決勝戦は2分間フルタイム、8ポイント差

勝負とする。
（4）形競技はフラッグ方式（トーナメント戦）で行なう。

（5）組手および形競技において3位決定戦は行わない。

11　表　　彰

各競技種目の表彰は原則、上位8位までとする。

但し、一般男子・大学男子組手団体戦および一般女子組手団体戦は上位4位まで
とする。

総合優勝は一般男子有段の部・大学男子および一般女子有段の部において、
形または組手個人競技で優勝し、且つもう一方の種目で3位以上の成績を残した

選手を表彰する。

12　医療負担

出場選手が競技中に負った身体事故は、当日に限り大会実行委員会が救急処置を
しますが、事後は一切本人の負担となる。なお、傷害保険に加入しておりま

すので、その際は大会本部まで申し出ること。

13　事判負について

審判員として参加できる方は、別紙「審判員申込書」によりお申し出下さい。
申込書は大会参加申込書と同封の上、平成30年1月16日（火）必着でご返信下さ
い。

※審判講習会を下記の予定で計画しております。

日付：平成30年2月25日（日）

時間：午前10時00分～12時00分　　（組手・形のルールの理解）

午後13時00分～17時00分　　（組手・形の審判実技）

場所：南長崎スポーツセンター　東京都豊島区南長崎4丁目13－5
髄L O3－6988－9270

詳細は、別途ご連絡しますが、新規で審判資格を取得したい方にも案内下さるよう、
お願い申し上げます。

14　大会運営委員動員について

大会を運営するにあたり、大会当日の運営委員（コート記録・接待・受付・場内警備等）
として、最低100名の運営委員の確保が重要な課題となっております。

従いまして各支部におかれましてはこれらの事情をご賢察のうえ、積極的に運営
委の動員にご協力頂けますようにお願い致します。

15　大会実施予算及び協賛広告掲載依頼に関するお廉い

本大会実施に係わる予算は「特別会計」として、参加費・広告料・寄付金等の皆
様のご協力によって賄われ運営を致しております。特にプログラムに掲載する広
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告料の占める比重が高く大会運営上欠くことの出来ない資金源となっております。

従いまして各支部におかれましては、これらの事情をご賢察のうえ、
企業広告・支部広告・個人名刺広告のいずれか1広告を掲載して下さるよう、

何卒格別なるご協力のほどお願い申し上げます。
大会プログラムはA4判で作成いたします。

各サイズの広告　　料金は次のとおりです。
（1）協賛広告の種類

企業広告、地区本部広告、県本部広告、支部広告、大学および大学OB会広告、

道場広告、個人名刺広告

（2）広告掲載料
（D全面広告（A4）　￥30，000円

②1／2広告　　　　￥20，000円

③1／4広告　　　　￥10，000円

④名刺広告　　　　　￥　5，000円（個人名刺）

（3）広告原稿の締め切り目
広告原稿は、大会参加申込書と同封又は別途、掲載料金を添えて現金書留にて

平成30年1月16日（火）までにご郵送下さい。

（4）広告原稿の送り先・お問い合わせ先
［宛先］　285－0854

千葉県佐倉市上座711－6

第36回全関東空手道競技大会事務局
三橋　勇

携帯　070－4110－3849

FAX　　　043－487－6160

Eメール　mitsuhashi＠mailg．shumei－u．aC．jp

＊連絡、交信は、利便性・記録等からEメールが有効と考えます

（5）広告代金の支払方法
（∋現金書留

上記（4）の広告原稿の送付先までお願いいたします。

（6）その他

①特殊原稿の場合は完全版下でお願い申し上げます。
②デザインについて特に指定されない場合は実行委員会にご一任下さい。

③第35回大会で頂きました貴支部広告を同封させて頂きましたので変更・訂正
が有りましたら大会申込書と同封の上ご連絡下さい。

なお、変更が無ければ前回同様で掲載させて頂きますのでご了承下さい。

16　少年錬成大会の実施について

大会の正午（開会式式典中）に、少年、中学生、小学生および未就学児による

『少年錬成大会』を実施する。（別紙、少年錬成大会実施要綱を参照）
出場希望者は初心者、黒帯にかかわらず、支部単位で、別紙申込書により、大会
申込書と一緒にお申込ください。

参加費は無料。参加者には参加賞を進呈。
※未就学児の参加支部は、責任者同伴で少年選手の中に入って一緒に演武を

して下さい。

17　プログラムは参加各支部に2部と、申込み延べ人数の5人毎（切上で）に

1部ずつ無料配布致します。
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＜例＞　①申込み延べ人数が4人の場合　　　2部＋1部＝3部

②申込み延べ人数が6人の場合　　　2部＋2部＝4部

③申込み延べ人数が11人の場合　　2部＋3部＝5部
※これ以上のプログラムが必要な場合は、別紙申込書にて予約してください。

予約申込1部1000円（当日売りは1部1，500円となります）

18　大会参加賞の扱い

参加賞は、実参加人数分につきお渡ししますので大会申込書に実参加人数を必ず

記載下さい。

主催：全日本空手道連盟和道会　東京・関東両地区本部
主管：東京地区本部

問い合わせ先

［宛先］　285－0854

千葉県佐倉市上座711－6

第36回全関東空手道競技大会事務局
三橋　勇

携帯　070－4110－3849

FAX　　　043－487－6160

Eメール　mitsuhashiimailg．shumei－u．aC．jp

＊連絡、交信は、利便性・記録等からEメールが有効と考えます
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