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第２８回 全国道場選抜空手道大会 大会要項 
 
１ 主  催  全国道場選抜空手道大会実行委員会 
         大会会長 横瀬 幸男 
 
２ 日  付  令和５年１月２８日（土） 
 
３ 会  場  キッコーマンアリーナ 

 〒２７０－０１３５  千葉県流山市野々下１－４０－１ 

 つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」より徒歩 8 分 
 

４ 競技種目 
形 組手 

幼年男子 幼年女子 幼年男子 幼年女子 
小学１年生男子 小学１年生女子 小学１年生男子 小学１年生女子 
小学２年生男子 小学２年生女子 小学２年生男子 小学２年生女子 
小学３年生男子 小学３年生女子 小学３年生男子 小学３年生女子 
小学４年生男子 小学４年生女子 小学４年生男子 小学４年生女子 
小学５年生男子 小学５年生女子 小学５年生男子 小学５年生女子 
小学６年生男子 小学６年生女子 小学６年生男子 小学６年生女子 
中学１年生男子 中学１年生女子 中学生男子 -52kg 級 中学生女子 -47kg 級 
中学２年生男子 中学２年生女子 中学生男子 -57kg 級 中学生女子 -54kg 級 
中学３年生男子 中学３年生女子 中学生男子 -63kg 級 中学生女子 +54kg 級 
高校生男子 高校生女子 中学生男子 -70kg 級  
成年男子 成年女子 中学生男子 +70kg 級  

マスターズ男子 マスターズ女子 高校生男子 高校生女子 
  成年男子 成年女子 
  マスターズ男子 マスターズ女子 

※マスターズ男子は４０歳以上、マスターズ女子は３５歳以上と致します。 

※マスターズ部門はエントリー状況により年齢別に分ける場合もございます。 

※エントリー状況により種目を統合する場合もございます。 
 
５ 参加資格  推薦選手：各道場から推薦された選手（合計５０名以内） 
        指定選手：前回のメダル獲得者（形・組手３位以内） 
          ※指定選手として出場できるのは３位以上を獲得した競技のみとなります 
        オープン枠：推薦選手 50 名を超える場合はオープン枠として出場可能 
              ※入賞しても最優秀道場賞の得点加算はありません 
        審判員：ＪＫＦ地区組手審判員以上の資格をお持ちの方 
             ※ただし、主催者より依頼する場合はその限りでない 
 
６ 出 場 費  １種目 ４，０００円／１名 

  ２種目 ７，０００円／１名 
 
７ 申込方法  ・ホームページ上からエクセル（Excel 形式）の申込書をダウンロード 
         ・必要事項を記入の上、メール添付で送信（dojosenbatsu@tsuwamono.jp） 
         ※申込時のメールの件名を「第 28 回全国道場選抜大会申込（団体名）」としてください 
         
８ 申込期間  エントリー期間 令和４年１１月１日（火）～１１月３０日（水） 
        出場費納入期間 令和４年１２月１２日（月）～１２月１６日（金） 
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エントリーには定数がございますので、エントリー期間終了後にエントリーの可否について

主催者よりご連絡をいたします。エントリーが可能な場合には団体毎、出場費納入期間内に

所定の口座へ出場費の納入をお願いいたします。納入先口座については出場の可否と共にご

連絡いたします。前年度まで使用していた口座には入金をしないように御注意ください。 
９ 試合規定 

形組手共通事項 
    ・空手着は白いもの以外使用できない。 
    ・後日配布するゼッケンを背中につける。 
    ・全日本少年少女大会の袖マークは不可とする。 
    ・胸マークを付ける場合は道場名、道場マーク、学校名とし、所属等に関係ないものは認めない。 
    ・選手が大会規定に従わない場合、選手を反則または失格にさせることができる。 
    ・失格になった選手は今後の参加を認めない場合もある。 
    ・アリーナには役員・選手・コーチ（項目１２参照）以外は入場できない。 
    ・WKF 競技規定に変更がある場合、新競技規定を取り入れて行う場合がございます 
    ・申込状況により規定（試合時間やポイント数、使用可能な形など）を変更する場合もございます 

 

形競技 

・トーナメント方式（旗判定） 全試合２名同時演武 

    ・演武可能な形 

     幼年 

       １回戦～準決勝「基本形」 （平安・ピンアン・ゲキサイ、同一形可） 

             決勝戦「全空連第一・第二指定形」または使用していない「基本形」 

     小学生 

       １回戦～準々決勝「基本形」（平安・ピンアン・ゲキサイ、同一形可） 

       準決勝および決勝戦「全空連第一・第二指定形」（同一形可） 

     中学生、高校生、一般、マスターズ 

       出場人数により以下の表の通り 

出場者数 1 回戦 2 回戦 3 回戦 4 回戦 5 回戦 準決勝 決勝 

4 名以下      得意形 得意形 

5～8名 第二指定     得意形 得意形 

9～16 名 第一指定 第二指定    得意形 得意形 

17～32 名 第一指定 第一指定 第二指定   得意形 得意形 

33～64 名 第一指定 第一指定 第二指定 第二指定  得意形 得意形 

65～128 名 第一指定 第一指定 第一指定 第二指定 第二指定 得意形 得意形 

        ※準決勝、決勝の得意形はＷＫＦ形リストより選択（緒戦で使用していない形） 

        ※準決勝、決勝は異なる形を演武する 

         

組手競技 

・全競技フルタイム１分３０秒  ６ポイント差 

        ・その他はＷＫＦ組手競技規定に準ずる。 

    ・全競技、メンホー、拳サポーター、胴プロテクター、シンガード、足甲サポーターを着用する。 

    ・メンホーにはマウスシールドまたは開口部の目張り等で飛沫防止策を施す 

    ・ファールカップは小学５年生以上の着用を必須とする。小学４年生以下は任意とする。 

    ・大会で使用出来る安全具はＷＫＦおよび全空連公認のものとする。 

    ・審判員が危険と判断した安全具は速やかに安全なものと交換する。 

    

表彰について 

    ・入賞者数は各カテゴリの出場者数によって異なります。 

    ・表彰は各カテゴリの競技終了次第、順次、執り行います。 

    ・形、組手の両種目において金メダルを獲得した選手には最優秀選手賞を授与いたします。 

    ・総合得点を最も獲得した道場・団体には最優秀道場賞を授与いたします。 
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     得点について 

       幼年～中学生･･･優勝１０点、準優勝５点、第３位３点、以下入賞１点 

       高校生～マスターズ･･･優勝２０点、準優勝１０点、第３位６点、以下入賞２点 

 

１０ 異議の申し立て 

    ・試合規定に反したことのみ異議の申し立てをすることが出来る。 

    ・選手またはコーチがこれを行うことが出来る。 

    ・異議申し立てはコート長に行う。 

 

１１ コーチ 

   ・アリーナへの入場および異議の申し立てを行うことが出来る。 

   ・団体の出場選手数に対し下記のコーチ数を認める。 

     １０名以下＝１名 １１～１９名＝２名 ２０名以上＝３名 

   ・コーチは事前に申請した者以外は認められない 

   ・アリーナ内では常にコーチＩＤを身につける 

   ・アリーナ内では空手着（その上にジャージは可）を着用する 

 

１２ 入場券・観客席について 

   ・入場制限を実施するため、選手および引率の保護者に入場券を発行いたします 

 ・観客席は団体毎指定となります 

 

１３ 審判・係員のご協力について 

・大会規模が大きくなり、例年、審判員・係員が不足しております。各団体、審判員・係員の御協力

を極力お願いします。 

 ・出場選手のレベル向上に伴い、審判員は組手「地区」以上の資格をお持ちの方をお願いします。 

 ・審判、係員の昼食は大会主催者が用意いたします。 

 ・審判、係員は会場の駐車場を使用可能といたします（後日、駐車許可証を送付いたします） 

 

１４ その他 

   ・主催者、上部団体、自治体、行政機関、施設管理者等へ大会の中止を働きかけないこと、ＳＮＳ・

ブログ等において大会および出場者に対する誹謗・中傷・批判を含む投稿（いいね！など拡散させ

る行為も含まれます）を行なわないことを申込条件と致します。確認された場合、今後も含め個

人・所属団体供に出場をお断り致します。 

・出場人数により試合時間、種目、大会規定などを変更する事がございます。 

・試合での負傷等に対し応急処置は行いますが、負傷・応急処置に一切の責任は負いません。 

ドクターの対応は試合中、主審によるドクターコールされた際の負傷に限ります。 

・万が一、災害などにより大会が中止になった場合、出場費返金の際に使用した経費分を差し引かせ

ていただく場合もございます。何卒、御承諾をお願い致します。 

・出場費納入期間後の辞退（棄権）に伴う出場費の返金は致しかねますので御了承ください 

・コーチが出場選手に対し、暴力を使用した指導を行っている場面が見受けられたと報告がございま

した。本大会においては体罰・暴力的指導の一切を排除とし、行った団体は以降の出場をお断りい

たします。 

 

１５ 御来場について【重要】 

 ・公共交通機関にてお越しください 

 ・キッコーマンアリーナおよび総合運動公園の駐車場は使用できません。お車でお越しの場合は流山

付近の有料駐車場をご利用ください。近隣の商店への駐車も一切禁止となります。 

 ・駐車場の確保について主催者側では一切の責任を負いません 

 ・貸し切りバスでの来場を御検討の団体様は大会事務局まで御連絡ください 

 

１６ 感染予防について 
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   本大会については下記の感染予防策を実施して行います。予め御了承ください。 

    ①会場内の定員制限について（密集回避として） 

・大会を３部～４部構成に分けて実施いたします。 

     ・選手および引率の保護者については該当の時間帯のみ入場可となります 

     ・選手１名に引率可能な保護者は１名までとします（人数を変更する場合もあります） 

     ・一般観客については入場を不可とします（出場者および引率保護者以外入場不可） 

     ・選手および引率の保護者はそれぞれの競技が終了次第、速やかに退出となります 

    ②体調確認について 

・全ての来場者に大会前１週間の体調チェックを行っていただきます 

・後日送付する入場券の裏面に１週間の体調チェックの結果を御記載ください 

     ・以下に該当する場合は来場が不可となります 

（１）新型コロナウイルス感染症と診断され、療養期間中の場合 
（２）新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者で、待機期間中の場合 

    ③感染予防について 
     ・全ての来場者はマスク着用を原則といたします 
     ・選手については競技中およびその前後のみマスクを外すことを可といたします 
     ・組手競技はメンホー用マウスシールドを使用または外側に透明テープで口元を塞いでください 
     ・声を出しての応援、アドバイスは禁止といたします 
    ④その他 
     ・各種感染予防ガイドライン等が変更された場合、そのガイドラインに準じ執り行います 
 
１７ エントリー定数を超える場合の対応について 
   運営の効率化を図り、極力全てのエントリーについてお応えできるように努めて参りたいと存じます

が、会場の許容量および１日で開催可能なエントリー数の上限を超える場合には、誠に恐れ入ります

が、以下の順序の通りエントリーを優先させていただきます。何卒、ご容赦の程、お願い申し上げま

す。 
① 審判員および係員（運営を含む）の御協力をいただける団体 
② 審判員の御協力をいただける団体 
③ 係員の御協力をいただける団体 
④ これまでの出場実績 
⑤ 以下、先着順 

 

 

お申込み・お問合せ連絡先 

全国道場選抜大会事務局 

E-mail dojosenbatsu@tsuwamono.jp 

ＵＲＬ http://www.tsuwamono.jp/dojosenbatsu/ 

※お問合せは団体の御連絡代表者様よりお願い致します。 

※上記の代表者様以外の出場者個人や匿名のお問合せ等については対応を致しかねます。 


