◆第14回正道会館兵庫県空手道選手権大会実施要項◆
（小学1年～小学6年男女）
1

名称

第14回正道会館兵庫県空手道選手権大会

2

主催

新日本空手道連盟 正道会館兵庫県本部

3

日時

平成３０年 １１月 ３日（土） 午前１０時30分 開会式・試合開始 午前９時30分より受付～10時10分受付終了
全選手受付後、開会式・ルール説明（大会スケジュール変更有り） 午後1時終了予定

4

場所

神戸市立王子スポーツセンター柔道場

5

〒657-0805 兵庫県神戸市灘区青谷町1丁目１－１

☎078-802-0223

出場資格 ①大会に出場する体力を有する健康な男女で、各クラスの規定を充たす道場生。
合わせて大会当日は、健康保険証のコピーを必ず持参してください。（提出なし）
②チャレンジクラスは、色帯（黒帯、茶帯を除く）で平成２９，３０年度各種大会に於いて、入賞経験の無い選手（チャレンジクラスレベルは除く）
※試合慣れしていない選手でお願い致します。各先生のご判断にお任せいたします。

6

7

試合形式 ●個人戦トーナメント方式 ※改定する可能性あり。（参加人数により中止、または合併階級になる場合があります。）
●型試合トーナメント方式
クラス

小学1年生（男子）
小学2年生（男子）
小学3年生（男子）
小学4年生（男子）
小学5年生（男子）
小学6年生（男子）

チャレンジクラス小学3年生（男子）
チャレンジクラス小学4年生（男子）
チャレンジクラス小学5年生（男子）
チャレンジクラス小学6年生（男子）

小学1年生（女子）
小学2年生（女子）
小学3年生（女子）
小学4年生（女子）
小学5年生（女子）
小学6年生（女子）

チャレンジクラス小学3年生（女子）
チャレンジクラス小学4年生（女子）
チャレンジクラス小学5年生（女子）
チャレンジクラス小学6年生（女子）

型クラス

8 ※試合時間組手クラス
予選
１分半→延長１分→軽量勝利→最終延長１分
本選（決勝）
１分半→延長１分→再延長１分→体重判定有効５kg→最終延長１分
※延長戦以降はサドンデスルール（ポイント先取り勝利）とする。また、最終延長戦はどちらかに旗をあげるマストシステム
型クラス
9

入賞

平安Ⅰ～Ⅲ

※参加人数により型の選考を致します。 後日、発表。

各クラス上位4名を表彰します。（出場者数により変更有りです。）

10 大会参加費 6,000円（傷害保険料含む）

※組手、型 両クラス出場でも6,000円

11 選手の服装 清潔な空手着を着用すること。袖を切った空手着は認めません。
12

防具

すねサポーター・ひざサポーターは、すね及び足甲部、ひざのそれぞれをカバーするものであれば各自用意したもので可。
ただし皮製、硬質ゴムやプラスティック等の物の使用は禁止します。
ファールカップも各自用意してください。（防具類の貸し出しは無し。不備の場合は出場不可。）
拳頭部へのバンテージ・テーピングは禁止です。
ヘッドガードは大会用を使用します。（主催者用意）
インナーチェスト着用義務付けします。(他団体へのインナーチェスト貸し出しは致します。但し、衛生上道着上からの着用となります。）
4年生以上の女子は正道会館指定のアンダーガードを着用を義務付けします。
4年生未満の女子もアンダーガード着用望ましいです。
●各自用意 ○主催者用意 △任意用意 ×着用なし
ファールカップ
拳サポーター
ひざサポーター
すねサポーター
インナーチェスト
ヘッドガード
アンダーガード

13

勝敗

男子（小学生）

女子（小学3年生迄）

女子（小学4年生～6年生）

●
●
●
●
●
○
×

×
●
●
●
●
○
△

×
●
●
●
●
○
●

※他会派の選手はインナーチェスト、アンダーガード
の貸し出しを致します。

相手が戦意を喪失するか、ダウン後3秒以内に構えない場合
相手がダウンするか、一時的に戦意を喪失した場合
技あり2回 ＝ 合わせ1本
ポイント３ ＝ 合わせ1本
戦意を喪失しても、3秒以内に構えない場合
技あり
ポイント２ ＝ 合わせて技あり（小・中学生）
TKO
ドクターストップ・レフリーストップ
ポイント（小、中学生） 膝蹴りを除いた上段への蹴り技が、正確に入った場合
判定
1本勝ち、ドクターストップ等で決まらない場合、審判団の採点により決まる
① 偶発的な事故で、医師が試合続行不能と判断した場合は、審議の上、大会審判長が判断する
② 審議内容は主審・監査が説明する。 クレームは一切受け付けない
1本

14

反則

Ａ：危険行為
手による首から上の攻撃、頭突き、上段膝蹴り、下腹部（金的）への攻撃
注意２＝減点１ 倒れた相手への攻撃、関節技、膝関節前面への前蹴り・横蹴り
注意３＝失格
Ｂ：掴み
道着を掴む行為（引っ掛け、崩しは有）
注意３＝減点1
Ｃ：その他

故意に場外に逃げること（３回で注意１、４回で減点１、５回で失格）、技のかけ逃げ（注意3で減点１）
過度な反則アピール、審判の指示に従わない場合、対戦相手への中傷や野次・暴言等

※出場時刻に遅れた場合、失格となる場合があります

１、演武線と正中線がずれない
15 型試合
採点ポイント ２、終了時、開始線に戻ってくる
３、前屈、後屈、騎馬立等の立ち方を正しく行う
４、残心を取る
５、技の緩急、呼吸と動作の一致
６、姿勢の統一、目線
７、立ち振る舞い（礼儀作法等）
16 出場申込 参加申込書に必要事項をすべて記入の上、参加料6,000円を添えてお申込み下さい。（型と両方の場合は7,000円）
申込書のみの受付は出来ません。尚、出場申込後、理由の如何にかかわらず参加料の返金は致しませんのでご了承
下さい。平成３０年 ９月 ２９日（土）までに大会事務局へ必着とします。それ以降の申込は受付いたしません。
（支部・教室単位で申し込み）尚、申込み後、何らかの理由で出場が不可能な場合は事務局まで速やかに御連絡下さい。
17 個人情報 申込用紙に御記入頂いた個人情報に関しましては、大会運営・選手管理の為に利用いたします。選手の所属団体名、
及び出場選手の名前、入賞者名、写真がパンフレット、正道会館HP、ブログ・格闘技専門誌、各マスコミ誌等に
掲載する場合がございますので、ご了承の上、御出場いただけます様お願い申し上げます。
18 大会保険 試合中に生じた負傷・事故については主催者は一切の責任を負いません。但し、事務局では、選手の健康管理を考えて、
当日は大会救護員を招いています。また、傷害保険に加入しておりますので、万一事故や怪我があった場合は1週間以内に
大会事務局までご連絡下さい。但し、通院は除外します。
19 大会事務局 〒673-0005 明石市小久保2丁目1－6 吉栄ビル３階
正道会館 兵庫県本部
TEL 078－920－0705
FAX 同左
Mail akashi@seido-akashi.com
20 王子スポーツセンター 地図

【交通案内】
〔王子スタジアム ～電車～〕
阪急神戸線「王子公園駅」西口すぐ（三宮駅から約5分、大阪梅田駅から約30分）
JR神戸線「灘駅」徒歩10分（三ノ宮駅から約3分、大阪駅から約25分）
〔体育館 ～電車～〕
阪急神戸線「王子公園駅」徒歩10分（三宮駅から約5分、大阪梅田駅から約30分）
J R神戸線「灘駅」徒歩10分（三ノ宮駅から約3分、大阪駅から約25分）
〔体育館 ～神戸市バス～〕
三宮から２系統（野崎通り３丁目バス停）

三宮から９０、９２系統（王子動物園前バス停）

◆第14回正道会館兵庫県空手道選手権大会実施要項◆
（中学生～一般）
1

名称

第14回正道会館兵庫県空手道選手権大会

2

主催

新日本空手道連盟 正道会館兵庫県本部

3

日時

平成３０年 １１月 ３日（土） 午後３時 開会式・試合開始 午後２時受付～２時４０分受付終了
全選手受付後、開会式・ルール説明（大会スケジュール変更有り）

4

場所

神戸市立王子スポーツセンター柔道場

〒657-0805 兵庫県神戸市灘区青谷町1丁目１－１

☎078-802-0223

5

出場資格 ①大会に出場する体力を有する健康な男女で、各クラスの規定を充たす道場生。
②マスターズクラスは一般全日本大会入賞者は出場できません。
合わせて大会当日は、健康保険証のコピーを必ず持参してください。（提出なし）

6

試合形式 ●個人戦トーナメント方式 ※改定する可能性あり。（参加人数により中止、または合併階級になる場合があります。）
●型試合トーナメント方式

7

クラス

①Aクラス
§70ｋｇ以下・70ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別）
§有段者、及び一級。
§本戦２分→延長２分→再延長１分（マストシステム）
§膝パット、金的ファールカップ以外のプロテクターは着用しません。（着用は義務です。各自持参となります。）
②Bクラス
§６８ｋｇ以下・６８ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別）
§2級以下の色帯
§本戦２分→延長２分→再延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
③女子Aクラス
§体重無差別
§有段者、及び一級。
§本戦２分→延長２分→再延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）着用となります。
インナーチェスト・アンダーガード（正道会館公認）を着用して試合を行います。（他団体貸し出し有）
④女子Ｂクラス
§体重無差別
§2級以下の色帯
§本戦２分→延長２分→再延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）着用となります。
インナーチェスト・アンダーガード（正道会館公認）を着用して試合を行います。（他団体貸し出し有）
⑤マスターズＡクラス【３５才以上、３９才以下】
§70ｋｇ以下・70ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別）
§有段者、及び一級。
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
⑥マスターズＡクラス【４０歳以上】
§70ｋｇ以下・70ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別）
§有段者、及び一級。
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
⑦マスターズBクラス【３５才以上、３９才以下】
§６８ｋｇ以下・６８ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別）
§2級以下の色帯
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
⑧マスターズB40歳以上クラス
§６８ｋｇ以下・６８ｋｇ超の２階級（参加人数により無差別又は中止）
§2級以下の色帯
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
⑨マスターズ女子Ｂクラス 【３５才以上】
§体重無差別
§2級以下の色帯
§本戦２分→延長２分→再延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）着用となります。
インナーチェスト・アンダーガード（正道会館公認）を着用して試合を行います。（他団体貸し出し有）

⑩中学生男子
※ポイント制ではない。
§50㎏以下・50㎏超の2階級（参加人数により無差別）
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット、膝パット、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）、金的ファールカップ着用となります。
さらに、主催者用意または各自用意のヘッドガード（正道会館マーク入り）を着用。
正道会館公認インナーチェスト(各自用意）を着用します。
(他団体へのインナーチェスト貸し出しは致します。但し、衛生上道着上からの着用となります。）

⑪中学生女子
※ポイント制ではない。
§45㎏以下・45㎏超の2階級（参加人数により無差別）
§少年部有段者または一般部有級者のみです。正道会館道場生は一般部帯で出場します。
§本戦２分→延長１分（マストシステム）
§すねパット（各自用意）、膝パット（各自用意）、正道会館大会グローブ（他団体貸し出し有）着用となります。
さらに、主催者用意または各自用意のヘッドガード（正道会館マーク入り）を着用。
正道会館公認インナーチェスト(各自用意）・正道会館公認アンダーガードを着用して試合を行います。
(他団体への貸し出しは致します。但し、衛生上道着上からの着用となります。）
⑫型クラス
9

入賞

平安Ⅰ～Ⅴ

※参加人数により型の選考を致します。 後日、発表。

各クラス上位4名を表彰します。（出場者数により変更有りです。）

10 大会参加費 6,000円（傷害保険料含む）

※組手、型 両クラス出場でも6,000円

11 選手の服装 清潔な空手着を着用すること。袖を切った空手着は認めません。
また、各クラスとも道衣の下は裾で足首が隠れるようにしてください。道衣の不備があった場合は出場できません。
12

防具

すねサポーター・ひざサポーターは、すね及び足甲部、ひざのそれぞれをカバーするものであれば各自用意したもので可。
（ただし皮製、硬質ゴムやプラスティック等の物の使用は禁止します。）
ファールカップも各自用意してください。（防具類の貸し出しは無し。不備の場合は出場不可。）
拳頭部へのバンテージ・テーピングは禁止です。
ヘッドガードは大会用を使用します。（主催者用意）
中学生クラス、女子クラスはインナーチェスト着用義務付けします。（他団体貸し出し有）
女子はアンダーガードを着用を義務付けします。（他団体貸し出し有）
●各自用意 ○主催者用意 △任意用意 ×着用なし
男子（中学生）
女子（中学生）
ファールカップ
●
×
拳サポーター
×
×
ひざサポーター
●
●
すねサポーター
●
●
インナーチェスト
●
●
ヘッドガード
○
○
アンダーガード
×
●
パンチンググローブ
●
●

13 勝敗

男性 一般・マスターズクラス

女性 一般・マスターズクラス

●
×
●
●
×
×
×
●

×
×
●
●
● スポーツブラ可

×
●
●

相手が戦意を喪失するか、ダウン後3秒以内に構えない場合
相手がダウンするか、一時的に戦意を喪失した場合
技あり2回 ＝ 合わせ1本
技あり
戦意を喪失しても、3秒以内に構えない場合
TKO
ドクターストップ・レフリーストップ
1本勝ち、ドクターストップ等で決まらない場合、審判団の採点により決まる
判定
偶発的な事故で、医師が試合続行不能と判断した場合は、審議の上、大会審判長が判断する
審議内容は主審・監査が説明する。 クレームは一切受け付けない
1本

①
④
14 反則

Ａ：危険行為
手による首から上の攻撃、頭突き、上段膝蹴り、下腹部（金的）への攻撃
注意２＝減点１ 倒れた相手への攻撃
注意３＝失格
Ｂ：掴み
道着を掴む行為（引っ掛け、崩しは有）
注意３＝減点1
故意に場外に逃げること（３回で注意１、４回で減点１、５回で失格）、技のかけ逃げ（注意3で減点１）
Ｃ：その他
過度な反則アピール、審判の指示に従わない場合、対戦相手への中傷や野次・暴言等
※出場時刻に遅れた場合、失格となる場合があります

１、演武線と正中線がずれない
15 型試合
採点ポイント ２、終了時、開始線に戻ってくる
３、前屈、後屈、騎馬立等の立ち方を正しく行う
４、残心を取る
５、技の緩急、呼吸と動作の一致
６、姿勢の統一、目線
７、立ち振る舞い（礼儀作法等）
16 出場申込 参加申込書に必要事項をすべて記入の上、参加料6,000円を添えてお申込み下さい。
申込書のみの受付は出来ません。尚、出場申込後、理由の如何にかかわらず参加料の返金は致しませんのでご了承
下さい。平成３０年 ９月 ２９日（土）までに大会事務局へ必着とします。それ以降の申込は受付いたしません。

（各道場単位で申し込み）尚、申込み後、何らかの理由で出場が不可能な場合は事務局まで速やかに御連絡下さい。

17 個人情報 申込用紙に御記入頂いた個人情報に関しましては、大会運営・選手管理の為に利用いたします。選手の所属団体名、
及び出場選手の名前、入賞者名、写真がパンフレット、正道会館HP、ブログ・格闘技専門誌、各マスコミ誌等に
掲載する場合がございますので、ご了承の上、御出場いただけます様お願い申し上げます。
18 大会保険 試合中に生じた負傷・事故については主催者は一切の責任を負いません。但し、事務局では、選手の健康管理を考えて、
当日は大会救護員を招いています。また、傷害保険に加入しておりますので、万一事故や怪我があった場合は1週間以内に
大会事務局までご連絡下さい。但し、通院は除外します。
19 大会事務局 〒673-0005 明石市小久保2丁目1－6 吉栄ビル３階
正道会館 兵庫県本部
TEL 078－920－0705
FAX 同左
Mail akashi@seido-akashi.com
20 王子スポーツセンター 地図

【交通案内】
〔王子スタジアム ～電車～〕
阪急神戸線「王子公園駅」西口すぐ（三宮駅から約5分、大阪梅田駅から約30分）
JR神戸線「灘駅」徒歩10分（三ノ宮駅から約3分、大阪駅から約25分）
〔体育館 ～電車～〕
阪急神戸線「王子公園駅」徒歩10分（三宮駅から約5分、大阪梅田駅から約30分）
J R神戸線「灘駅」徒歩10分（三ノ宮駅から約3分、大阪駅から約25分）
〔体育館 ～神戸市バス～〕

