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〈スポーツ少年団の部〉
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場

令和4年11月6日（日） 9 時30 分
大和興産安佐北区スポーツセンター
広島市安佐北区深川2-50-1
☎（082）843-4999
競技種目 〔Ａ〕組手個人戦
（Ａ－1）小学生1・2年 男・女の部
（Ａ－2）小学生3・4年 男子の部
（Ａ－3）小学生5・6年 男子の部
（Ａ－4）中学生 男子の部
（Ａ－5）高校生 男子の部
（Ａ－6）小学生3・4年 女子の部
（Ａ－7）小学生5・6年 女子の部
（Ａ－8）中学生 女子の部
（Ａ－9）高校生 女子の部
〔Ｂ〕組手団体戦
(Ｂ－1) 団対抗戦の部
１チーム3名とし，男女を問わない。また，2名でも出場可とする。
① 先鋒 小学生3・4年
② 中堅 小学生5・6年
③ 大将 中学生
〔Ｃ〕形個人戦
（Ｃ－1）小学生 9 級以下の部
（Ｃ－2）小学生 7・8級の部
（Ｃ－3）小学生 5・6級の部
（Ｃ－4）小学生 3・4級の部
（Ｃ－5）小学生 2 級以上の部
（Ｃ－6）中学生 男子の部
（Ｃ－7）中学生 女子の部
（Ｃ－8）高校生 男子の部
（Ｃ－9）高校生 女子の部
〔Ｄ〕形団体戦
（Ｄ－1）団対抗戦の部
１チーム3名とし，男女を問わない。学年は小学1～6年生とする。
競技規定
（公財）全日本空手道連盟空手競技規定及び広島県民スポーツ大会空手道競技（ス
ポーツ少年団の部）申し合わせ事項による。
〔Ａ、Ｂ〕組手競技
(1) 競技時間
小学生・中学生は1 分30 秒フルタイム。高校生は2 分フルタイム。
(2) 勝敗の決定 6 ポイント先取者を勝者とする。
個人戦では，同時に6ポイントを超えた場合は，ポイントが高い方を勝ち
とする。
団体戦では，6ポイントを上限とし，1・2回戦は大将戦まで行うが，3回
戦以降は勝敗が決するまでとする。内容も同数の場合は，代表による決定
戦を行う。

(3) 安全具

（公財）全日本空手道連盟検定品とする。
各自・各団で準備し，着用していない場合は失格とする。
安全具および帯等の共有はしない。
①口元シールドを着用したニューメンホー
②ボディプロテクター
③拳サポーター赤・青。ただし，小学生はリバーシブルのみとする。
④白色のシンガード・インステップガード。小中学生用，高体連用の
使用区分の制限はしない。
⑤ファールカップ（小学３年生以上の男子）
10 カウントルールは採用しない。
トーナメント方式とする。敗者復活戦は行わない。

(4) その他

〔Ｃ、Ｄ〕形競技
(1) １名ずつ演武し，技術点７０％，競技点３０％として一回での点数表示により判定される。
(2) 礼は形を演武する前後の２回を行わないと「反則」となる。判定は主審が行う。
(3) 帯（紐）等の共有はしない。
(4) 決勝ラウンドは抽選による演武順とする。
(5) 出場区分は下記の通りとする。
出場人数
16 人以上

予選ラウンド

決勝ラウンド

２グループに分け
４名ずつ計８名選出

８名で決勝ラウンド

8 人～15 人以下

４名選出

４名で決勝ラウンド

2 人以上～7 人以下

なし

即 決勝ラウンド

(6) 演武する形は，下記の表のとおりとする。
競技種目
Ｃ-1

予選ラウンド
全空連基本形１・２・３・４から選択し，演武出来る

Ｃ-2～Ｃ-5 全空連基本形１・２・３・４から選択し
Ｄ－1

決勝ラウンド

演武出来る

演武形の数
1 つ以上

全空連基本形１・２・３・４から選択，
もしくは全空連第 1・第 2 指定形か
ら選択し演武出来る
2つ

全空連基本形１・２・３・４から選択，
Ｃ-6～Ｃ-9 もしくは全空連第 1・第２指定形か
ら選択し演武出来る
5 参加資格

予選で演武した形以外から自由に
選択し演武出来る

原則として，当該年度日本スポーツ少年団に登録している指導者・役員・スタッ
フ・団員とするが，未登録者の参加も認める。
6 参加負担金
(1) スポーツ少年団に登録している参加者（監督・選手）
1 人 300 円
(2) スポーツ少年団未登録の参加者（監督・選手）
1 人 500 円
7 参加申込
(1) 総則7－(2)による。
(2) 提出期限 令和4年9月14日(水) 厳守（広島県スポーツ協会への提出期限）
※各市・町の参加申込期日は，各市・町体育（スポーツ）協会または各市・
町スポーツ少年団へ問い合わせること。
8 表
彰
表彰は3位までとする。

9 留意事項

(1) 選手参加申込は，１団体につき１種目１名とする。
競技内容の充実を図るため，１名につき１種目の出場制限とする。
(2) 全体での開会式は行わない。第1種目開始前に選手・審判は整列し, 大会開催
における注意点等の案内を行う。なお, 選手は競技以外マスク着用で待機する。
審判員及び係員もマスク着用とする。マスクは各自が準備する。表彰は賞状作成
が出来た種目から本部席にて行う。入賞者は競技終了後本部席周辺で待機してお
く。全体での閉会式は行わず, 最終種目の表彰時に閉会式を行う。
(3) 団旗をつるす時は，当日放送の指示に従うこと。
(4) 参加申込書には必ず大会時責任者を記入する。
大会時責任者は，選手及び応援者の安全確保・行動・言動・モラル、マナー等
を含め統括管理する。ただし，試合コート及びその周辺へは付き添わないこと。
(5) 駐車場については，会場使用打合せ後に大会運営担当者から連絡する。
(6) 持参品については，必ず団体名・個人名を記入する。
(7) 会場は使用前の現状復帰とするが，使用前より綺麗にして返館する。
一人一人がゴミの一片も必ず持ち帰ること。
(8) １団体は２名の係員を派出し，参加申込書の係員登録欄に記入し，提出する。
係員には，駐車場の優先確保と昼食弁当を支給する。
競技会役員・係員の役割分担等は，後日文書連絡する。
(9) ゼッケンについては，各人で次の要領で作成する。
個人戦参加選手は参加競技種目と個人名を記入したゼッケンを背中につける。
作成要領

（個人戦）
25cm

Ａ－１
20cm

10 審判員

○○○○

競技種目

氏

名

大会審判団は,（公財）全日本空手道連盟公認審判員及び各会派，団体の弐段以上
保持者で満20歳以上の審判経験がある者により編成される。
(1) 参加団体は，１名以上の審判員を登録する。
(2) 参加申込書の審判員登録欄に記入し，参加申込みと同時に提出すること。
(3) 駐車場の優先確保と，昼食弁当を支給する。

11「確認票」の提出徹底について
選手は「確認票」をプリントアウトし，事前に必要事項を記入して，持参・提出する。
12 新型コロナウイルス感染症対策について
原則，無観客で大会実施とする。ただし，参加申込書に氏名を記入した「大会参加時責任
者（１名）」，「係員（２名）」，「大会引率者補助（１名以内）」（以下，責任者等）
の入場を認める。大会当日に責任者等を変更する場合は，受付にて訂正を伝える。大会参
加者および来場者（役員，審判員，係員，責任者等を含む）は，以下のことを厳守するこ
と。

①体調がよくない場合，同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去 14
日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡
航又は当該在住者との濃厚接触がある場合には参加を見合わせること。
②マスクは各自が持参し，参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話
をする際には必ずマスクを着用すること。
③こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること。
④競技外では，他の参加者，スタッフ等との距離を(できるだけ２ｍを目安に)最低１ｍ
確保すること。
⑤観覧席および控室等では大きな声で会話をせず，応援は拍手のみとすること。
⑥感染防止のために主催者等が決めたその他の措置を遵守し，その指示に従うこと。
⑦大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，(公財)広島県
スポーツ協会（082-221-4600）へ速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。
13 その他
大会当日は，感染予防を実施した運営方式となることを，大会参加者および来場者の方々は十
分承知してください。急な進行の変更等を生じる可能性もあります。変更等が生じた場合は，
放送にて通知します。コロナウイルス感染予防が最優先とされます事をご理解いただき，大会
運営のご協力をお願いします。なお，緊急事態宣言等が出されるなど大会開催が出来なくなっ
た場合は，大会開催は中止とします。その際は，
（公財）広島県スポーツ協会からの指示にて参
加費の取り扱いについて連絡を行います。

令和 4 年 11 月 6 日
広島県空手道連盟

確認票
【使用目的】
本用紙は，第 47 回県民スポーツ大会空手道競技において，万が一参加者の中で新型コロナウ
イルスに感染，または 感染の疑いのある方が出た場合，参加者に連絡を取るために使用いたし
ます。なお，この確認票は，
（公財）広島県スポーツ協会・(公財)日本スポーツ協会・(公財)全日
本空手道連盟のガイドラインに沿って行っており，目的外の使用を一切行わず，一ヶ月経過後
に責任を持って破棄いたします。
以下の項目を参加者ご本人が記載し，受付時にご提出ください。
(1)氏名（フリガナ）
(2)生年月日

（

(西暦)

(3)学年（選手のみ）

年

小学

月

日 (

年生 ・ 中学

(4)性別（該当するものに○をする）

）
歳)
年生

・ 高校

年生

男子 ・ 女子

(5)区分（該当するものに○をする）
形競技

組手競技

(6)住所 〒
(7)連絡先

－
TEL

審判員

役員

大会時責任者

引率者補助

広島県
－

－

(8)メールアドレス
(9)本日の体温

℃，平熱

℃

(10)大会前２週間における以下の事項の有無
(該当するものにレ点をしてください)
①平熱を超える発熱

□あり □なし

②咳・喉の痛みなど風邪の症状

□あり □なし

③だるさ(倦怠感)，息苦しさ(呼吸困難)

□あり □なし

④嗅覚や味覚の異常

□あり □なし

⑤体が重く感じる，疲れやすい等

□あり □なし

⑥新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触

□あり □なし

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

□あり □なし

⑧過去 14 日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている
国， 地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触があるか

□あり □なし

