
令和５年３月５日

八千代市空手道連盟　会長　澤木 隆一

第４４回八千代市春季空手道大会について

団体代表各位

　時下、皆様方におかれましたは益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、当連盟では来る　５月１４日(日)　下記要項に則り春季大会を開催致します。

皆様の参加をお待ちしております。

日時 令和５年５月１４日（日）

８：００ 審判、係員入場　（１Ｆより入場）

８：３０ 各コートに審判集合

観客入場　（２Ｆより入場）

８：４０ コート主任会議

９：００ 開会式

午前の部開始(１種目の選手は各コートに集合)

１３：００ 午後の部開始(選手は進行により呼び出し等に注意して下さい)

会場 八千代市市民体育館（主体育室）

参加費一人　３，０００円　(形・組手に参加出来ます）

大会開催に辺り、施設制限・進行時間等の関係で人数制限する場合があります。

その際には下記の優先順位で参加団体を制限させて頂くことをご容赦下さい。

① 八千代市空手道連盟加盟団体

② 審判員および係員（運営含む）のご協力を頂ける団体

③ 審判員のご協力を頂ける団体

④ 係員のご協力を頂ける団体

⑤ これまでの出場実績

⑥ 以下、先着順

※　令和５年３月５日時点での制限は御座いません。



その他

1. 大会進行は各団体の協力で行います。

　　 　 各団体様より係員の協力、審判員のご協力をお願い致します。

２. 申し込みは所定のエクセルファイルにてのみ、受付け致します。

            　　　 入力して頂いたエクセルシートを大会事務局のアドレスにメールにてお送り下さい。

　　 施設使用者名簿には選手、係員、監督のみ名前をご記入下さい。

entry@karate-yachiyo.net

※ エントリーメール受け取り後、受け取り確認メールを返信致します。

　  自動返信ではありませんので返信メールが届かない場合は、必ずお問い合わせ

　　ください。

 　  内容確認後、入力内容に不備等があった場合は、その旨で別途返信致します。

3. 申し込み締め切り      令和５年４月７日（金)

   　データの処理上、申し込み期限を過ぎた場合は受付け出来かねますので

   　ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

4. 施設使用に対して入館時の感染症拡大防止について検温、消毒等にご協力下さい。

5. ルールは全空連規定及び八千代市空手道大会申し合わせ事項とします。

6. 形競技の判定につきましてはフラッグ制を適用。

7. 申し込み状況により、参加選手が４名に満たない場合、該当の部門の競技は統合・変更又

　 は取りやめる事と致します。

　　　　　

8. 無料の施設駐車場が不足しております。有料駐車場、公共交通機関もご利用下さい。

9. 感染拡大等の情勢により大会中止の場合があります。

  その際には中止決定段階までに掛かりました経費を差し引かせて頂いての返金となります。

10. 参加者皆様においても可能な限り感染防止に努めて頂けるようご協力お願い致します。



11. ２ F観客席の立ち入りに人数制限はありません。

　　　　 　　 競技者、保護者の入館は予定では８：３０からになります。

　　　 競技終了後の退館は 1Fよりお願い致します。

　　 1Fは土足厳禁となっておりますので移動時は下履きなどをご準備下さい

　　　　　　　　 進行状況により変更がありますので係員の指示に従って下さい。

※　施設使用制限等で変更がある場合が御座います。

12. 本大会はパンフレットの配布は行いません。大会申込者へ事前にトーナメントファイル等を

　　 メールでご送付致しますのでお手数手ですが各参加者へのご対応お願い致します。

13. 本大会では座席指定を行いますが感染対策等に注意して譲り合ってご使用下さい。

　　　　　　　 

14. 大会に関する問い合わせ先　

電話番号 ０９０－８３４２－７４２６

           E-mail yachiyoshikarate@gmail.com

  　 大会事務局　宮井　まで

mailto:yachiyoshikarate@gmail.com


第４４回八千代市春季空手道大会ルールについて

競技規定

・　(公財)全日本空手道連盟競技規定及び八千代市大会申し合わせ事項に 

    基づいて行う。

・　想定外の事象が起きた場合は、審判長に一任する

　　・　メンホーは飛沫防止対策を施したもの。

　　　

組手競技

・時間 1分 30秒 フルタイムにて計測

・ポイント ６ポイント差で終了（全カテゴリー共通）

・その他 ビデオ・レビューは適用しない。

メンホーは飛沫防止対策等を施したもの。

許可証のある監督１名の立ち入りを許可する。
※　監督の方は道衣もしくは団体名の記載されたウェア等を着用して下さい。

幼児競技のみ IDの着用した保護者もしくは監督者１名の付き添いを許可

する。但し、公平を保つ為、アリーナ内での写真、動画撮影は禁止とさせて

頂きます。

 3 位入賞者は 2名として３位決定戦は行いません。



   形競技

(ア)　フラッグ制で行う。

(イ)　トーナメントは決勝まで２名ずつ演武する。

(ウ)　使用する形

　　　　　　●　幼年：なんでもあり(繰返し可)

             ●　小学生：全空連基本形から選択

　　　　　　　　 →決勝は全空連基本形または指定形から選択(繰返し可)

             ●　中学生・一般：決勝まで全空連指定形から選択 （基本形も可）

                   →決勝は得意形リストから選択(繰返し可)
　　　　　 　　　

種別 幼児 小学生 中学生・一般

１回戦～ 基本形 指定形

得意形 (基本形も可)

決勝戦 基本形

(リスト外可) 得意形

指定形

繰り返し演武 〇 〇 〇

※ 形・組手問わず、アリーナ内には大会実行委員、係員、審判、記録員、選

手、一部競技の許可者以外は入れません。
※　監督の方は許可証を携行し道衣もしくは団体名の記載されたウェア等を着用し下

      さい。

幼児競技のみ IDの着用した保護者もしくは監督者１名の付き添いを許可

する。但し、公平を保つ為、アリーナ内での写真、動画撮影は禁止とさせて

頂きます。

 3 位入賞者は 2名として３位決定戦は行いません。



八千代市空手道連盟大会申し合わせ事項

組手競技では安全具を必ず着用すること。

 1)　 ニューメンホーⅥ及びⅦ (JKF 指定･検定品のもの)

 2)　 拳サポーター赤・青（JKF 指定･検定品のもの）

 3)　 ボディプロテクター（JKF 指定･検定品のもの）

4)　 シンガード・インステップガード

（JKF 指定･検定品のもの、もしくはメーカー品の赤青の製品も可）

 5)　 セーフティカップ（小学生 3 年生以上の男子必着）・・・空手道衣の下に着用

　　  すること。

              6) 　組手競技については、飛沫対策をしたメンホーを使用こと。

              7) 　形競技については、マスクを着用しても良い。（材質・色は規定しません）

 ※違反者の参加は反則負けとなる。 (１分間ルール適用)

 ※マウスピースを使用してもよい（任意）。ただし、色は白色か透明なも

　 のとする。

 ※女子選手が中に着用するシャツは白とする

 ※髪留めに使用するゴムは黒・茶など華美でないものとする

組手競技・形競技ともにメガネ、コンタクトレンズ（ハード）の使用は禁止とする。但し、コ

ンタクトレンズ（ソフト）の使用は、個人の責任において認める。

負傷及び再発防止のための包帯、サポーター・テーピングの使用を許可する。但し、次

の条件を満たすものであること。

1) 攻撃および防御強化のために使用してはならない。

 2) 相手に危害を及ぼすようなものを中に入れてはならない。

 3) 装着不備により、競技をしばしば中断させないこと。

 4) テープの色は、白及びベージュ系の２色のみとする。

 5) サポーターの色は、白及びベージュ系の２色のみとするが、膝についてはこ

    の限りではない。

  6) テープとサポーターの同一箇所への兼用は禁止する。

 　  7) 清潔な物であること。

［注］あくまでも選手の安全と再発予防のため、軽度の疾病者を対象としたもの

       であり、常識を逸脱するような内容の者及び重傷の出場者を許可するもの

       ではない。

 ※上記を故意に違反した者は当該競技種目のみ反則負けとする。

上記記載事項は審判長の判断により一部変更等を行えるものとする。



競技種目一覧

№ クラス 備考

1 幼児 （形・組手） 小学生未満・男女混合

2 小学１年 （形・組手） 男女別

3 小学２年 （形・組手） 男女別

4 小学３年 （形・組手） 男女別

5 小学４年 （形・組手） 男女別

6 小学５年 （形・組手） 男女別

7 小学６年 （形・組手） 男女別

8 中学１年 （形・組手） 男女別

9 中学２・３年 （形・組手） 男女別

10 一般 （形・組手） 男女別

11 シニア （形・組手） 男女別

※ 選手数が４名に満たない場合、該当のクラスの競技
は行わない。

一般のカテゴリーに関して

　・高校生のエントリー可。
　・有級・段の義務教育修了者男女別でのエントリーなり

ます。
　・有級・有段を問わない種目になりますのでエントリー

の際にはご考慮下さい。
　・シニアの年齢は以下の通りになります。
　　男性４０歳以上、女性３５歳以上



大会参加費の納付先

大会参加費は各団体でおとりまとめの上、申込み締め切

りまでに下記にまでお納め下さい。

※　入金に関しましては下記の期日中にお願い致します。

    令和５年 ４月１０日（月） ～５月８日(月)

■銀行振り込み

八千代市農協 （４９５５） 八千代市 本店 （００１）

普通口座 ００３７４３５

八千代市空手道連盟　事務局　宮井　勝也

※振り込み名義の先頭に、必ず個人名ではなく団体名をご入力下さい

例:　 　 　 →　口座名義 ヤチヨタロウ 　ヤチヨカラテ ヤチヨタロウ

※管理上振り込みでの納付にご協力お願い申し上げます

  事務局　宮井勝也 ０９０－８３４２－７４２６



■駐車場案内図

八千代中央駅

〒276-0029
八千代市村上南２丁目
２６−２４付近　　有料

大会会場

八千代市

市民体育館

車でお越しの方は、上記駐車場をご利用下さい。
有料駐車場は AM7:00には開放予定です。
大会会場の隣、八千代市市民会館　の駐車場は他のイベント開催の為、利用できません。
(トラブル防止の為ご協力お願い申し上げます。)


