
令和元年８月  
公益社団法人日本空手協会 

大会運営部 

公益社団法人日本空手協会第 19 回熟錬者全国空手道選手権大会計画書 
 
標題の件について下記計画書其の他を作成しましたので御送付申し上げます。 
 
1．名  称   第１９回熟錬者全国空手道選手権大会 
 
2．日  時   令和元年１１月１６日(土) 開場 AM９時 00 分 
 開始 AM10 時 00 分（予定） 
 
3．場  所   文京スポーツセンター（〒１１２－００１２  東京都文京区大塚３－２９－２  TEL０３－３９４４－２２７１） 
         最寄駅「茗荷谷駅」（東京メトロ丸の内線 徒歩約５分） 
 
4．主  催   公益社団法人 日本空手協会総本部 (内閣府認定団体) 
 
5．試  合 
  ★ 個 人 戦 各都道府県及び本部直轄団体から選出された代表選手による個人戦 
 (Ａ)試合の種類 
  ＜男子＞ 40 歳～44 歳 (40 歳の部)   自由組手の部、形の部   ＜女子＞ 35 歳～39 歳 (35 歳の部)   自由組手の部、形の部 
   45 歳～49 歳 (45 歳の部)   自由組手の部、形の部 40 歳～44 歳 (40 歳の部)   自由組手の部、形の部 
   50 歳～54 歳 (50 歳の部)   自由組手の部、形の部 45 歳～49 歳 (45 歳の部)   自由組手の部、形の部 
   55 歳～59 歳 (55 歳の部)   自由組手の部、形の部 50 歳～54 歳 (50 歳の部)   自由組手の部、形の部 
   60 歳～64 歳 (60 歳の部)   自由組手の部、形の部 55 歳～59 歳 (55 歳の部)   自由組手の部、形の部 
   65 歳～69 歳 (65 歳の部)   自由組手の部、形の部 60 歳以上 (60 歳以上の部) 自由組手の部、形の部 
   70 歳以上 (70 歳以上の部) 自由組手の部、形の部 
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 (B)試合の方法 
  ・組 手 の 部 トーナメントによる２分１本勝負 
  ・形  の  部 １回戦から準決勝まで平安初段から鉄騎初段によるトーナメント紅白方式 
    順位決定戦は勝ち進んだ８名による自由形、得点方式により順位を決定、但し順位決定戦の自由形は下記の中より 
    選ばねばならない。 
    抜塞大、観空大、燕飛、慈恩、十手、半月、岩鶴、鉄騎（２段）、（３段） 
    抜塞（小）、観空（小）、二十四歩、壮鎮、明鏡、五十四歩（大）、（小）、雲手、珍手、王冠。 
    ※参加者が 15 名以下の部は直接自由形で点数方式とする。 
   

★ 新カテゴリーについて   ＊来る 2020 年開催の船越義珍杯 第 15 回 世界空手道選手権大会において 
総本部は新たに「熟錬者の部」を設けることを検討しております。 
新カテゴリーは 10 月の師範会において最終決定の予定です。 
この新カテゴリー採用が決定した場合、 
今大会の形試合・組手試合のベスト４入賞者に世界大会の選考資格が与えられます。 

 
 
★ 団 体 戦 各都道府県及び本部直轄団体から選出された代表選手による団体戦 

 (A)試合の種類と方法 
  ＜男子＞                    ＜女子＞ 
   先鋒  自由組手 ４０歳以上 先鋒  自由組手 ３５歳以上 
   次鋒  自由組手 ４５歳以上 中堅  選定 形 ３５歳以上 
   中堅  選定 形 ４０歳以上 大将  自由組手 ４０歳以上 
   副将  自由組手 ５０歳以上 
   大将  自由組手 ５５歳以上 
   （例：４０歳以上は６５歳以上の選手でも出場可能） 
   ※組手は 2 分 1 本勝負、形は紅白方式で行う。 得点方式で総合得点の多いチームが勝ち 
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6．選手出場資格 
  (a)選 抜 選 手 ①各都道府県本部及び総本部直轄団体に所属する有段者である事(外国人も同様です) 
    ②大会当日の誕生日を基準とした満年齢とする。 
    ③補欠を含め、会員登録の有効期限のある者 
    但し下記の者は出場できない。 
    (a)医師に過激な運動を禁止されている者 
    (b)会員未登録者又は有効期限切れの者 
    (c)視力の著しく悪い者(コンタクトレンズ可) 
 
7．そ の 他 
  (a)試合中の怪我及び試合が原因で病気等が発病した時については応急手当のみ行います。 
  (b)試合出場者には普通傷害保険をかけていますが、その枠を超えた場合自己負担とする。 
  (c)胸マークの着用 空手衣に本部指定の胸マークをつけて参加する事 
  (d)コンタクトレンズ レンズ使用の選手は補助レンズを用意して、レンズが試合中に外れた場合、2 分以内に補助を装着する事 
  (e)安 全 具 拳サポーター及び胴当て（指定のもの）並びにマウスピースを着用する事。 
   胴当ては大会本部にて用意をしますが出来るだけ自前の物を使用のこと 
 
 
8．審 判 要 員 各都道府県から必ず１名以上の審判員を派遣して下さい(年齢制限無く若い方でも結構です。) 
 関東地区はなるべく多くの審判員を派遣して頂きます様お願いいたします 
 審判資格は、C 級以上の者(年齢不問)審判派遣費用は都道府県又は個人負担とする。 
 
 
9．試 合 規 約 の 特 例 
   
★ 個人戦 

    (A) 組手試合（本試合）で引き分けの場合、再試合で先取り勝負。 組手、形とも再試合の判定で引き分けはありえない。 
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★ 団体戦 
    (A) 構成人数が不足のチームでも出場できる。(欠場席を１本負けとし、対戦順位は先送りしない 
    (B) 各年齢別の種目についての出場資格は年齢が上の者でも下の部門に出場可。その逆は不可。 
    (C) 大将戦終了後同点の場合は、５名の選手の中から代表選手を一人選出し、(女子の部は３名)代表決定戦は自由組手で行う。この場合引き分けは無い。 
    (D) 中堅の選定形は紅白戦で旗４本は一本勝。それ以外は判定勝とする。 
   
★ 個人戦・団体戦共通 

    ※組手で反則を２度宣告された者は当該大会の次の組手及び形試合に出場できない。 
 
 
10．参 加 人 員 枠 個人戦：各種目８名以内 
 団体戦：男１チーム、女１チーム 
 
11．参 加 費 個人戦：形  ６,０００円、組手 ６,０００円 
 団体戦：男子２２,０００円、女子２２,０００円 
 
13．申込み締め切り          令和元年 10 月９日（水）までに必着厳守のこと。 
              ※締切以降の申込みは一切受付しませんのでご了承下さい。 
 

14．出場申込み先メールアドレス    taikaiuneibu-3@jka.or.jp 

 注：必ず都道府県本部、本部直轄団体より一括してお申し込みして下さい。 
 （支部単位では受け付けません。） 
 注：専用申し込みフォーマットで必ず電子メールにて送信して下さい。 

 ※副題に「熟錬者大会○○県」と記入して下さい。 

 ※送信時に「開封確認メッセージの要求」を設定して下さい。大会運営部にて申込みを 
 受信したか否かが送信元で確認できます。 
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15．ゼッケン 大会運営部にて作成し、事前に県本部へ郵送いたします 

 

 

＜安  全  具＞ 
拳サポーター、胴当て等の指定品は直接取り扱い業者でお買い求めください。 
 
（株）東海堂 〒113-0033 東京都文京区本郷 1－15－2 第１三沢ビル 3F TEL 03－5844－3451、FAX 03－5844－3452 
（有）尚 武 〒405-0018 山梨県山梨市上神内川 996－2 TEL 0553－23－5320、FAX 0553－23－5340 
（株）ヒロタ 〒144-0052 東京都大田区蒲田 5－33－6 NS ビル１F TEL 03－3730－5366、FAX 03－3730－5336 
（株）守礼堂 〒164-0001 東京都中野区中野 2－23－4 ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄ１F TEL 03－5342－3051、FAX 03－5342－3052 
（株）山雅 〒574-0046 大阪府大東市赤井１－７－４ TEL 072―870―3677 
（株）東京堂 〒111-0052 東京都台東区柳橋１－１０－９ TEL 03―3866―2997、FAX 03－3864－9646 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
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