
関係者様各位                      令和４年３月吉日 

刈谷市空手道連盟  

大会会長    大西 健介 

                          大会実行委員長 瀬戸口 利秋 

 

 第３回市長杯空手道大会兼第６回刈谷市空手道選手権大会 

 

1、目的      本大会は、空手界の現存する競技種目を一つの大会で披露し、空手道

の真義を広く一般に紹介するとともに、青少年の健全な育成を啓発し、

日々の修練に励む選手ならびに関係者の相互の親睦を広め、ひいては

社会の平和に貢献することを目的とする。 

 

2、名称      第３回市長杯空手道大会 兼 第６回刈谷市空手道選手権大会 

 

3、日時      令和４年６月１９日(日) AM8:30 選手集合、受付 

ＡＭ9:30 開会式 

                      

 

4、会場      刈谷市体育館アリーナ（刈谷市逢妻町４－３２） 

 

5、主催      刈谷市スポーツ協会 

 

6、主管      刈谷市空手道連盟 

 

7、後援(予定)    愛知県、愛知県教育委員会、（公財）愛知県スポーツ協会、 

刈谷市、刈谷市教育委員会、全日本空手道連盟錬武会 

 

8、競技種目及び競技規定等   後述（＊） 

        

9、参加費   個人組手 3,000 円 

個人形   2,000 円       （昼食は各自で持参してください） 

              複数エントリー可（形・寸止め・防具付・フルコンタクト） 

 

10、当日、組手・形参加申込可、各クラス２名まで。 

  個人組手 3,000 円 

個人形  2,000 円               (昼食は各自で持参してください） 

                       

11、安全管理  選手は事前の健康診断・管理に充分留意し、健康な状態で参加すること。 

        本大会における事故については、当会では一切責任を負いません。 

        参加道場でスポーツ障害保険などに加入すること。 

        本大会実行委員会が提示するコロナ感染防止対策に協力すること（別紙） 



12、参加申し込み 

１：郵送  ５月２日（月）必着 

参加申込書と参加費を下記までお願い致します。 

 

       申込書送付先 

         現金書留：🏣470-2101 知多郡東浦町森岡前田１３－３  

                       大会事務局 辻 好美 宛 

                        電話/FAX 0562-77-2404 

                        携帯   090-3554-8833 

 

        ２：ＷＥＢ申し込み ５月２日（月）必着 

      次のアドレスに 

（団体名・代表者氏名・電話番号）をメール送信してください。 

 ＷＥＢ申し込みに必要なファイルを送ります。 

 

Ｅ-mail kobushi@ma.medias.ne.jp 

 

      振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 刈谷支店 店番 411 普通 0425480 

                 刈谷市空手道連盟 理事長 瀬戸口 利秋 

 

    なるべく WEB 申し込みでお願いいたします。 

 

 

 

＊競技種目及び競技規定等 

 

Ⅰ：個人形 【小学生 2 学年男女別、中学生男女別、高校・一般・壮年男女別】 

      ・壮年の部参加条件は大会当日 40 歳以上であること 

・トーナメント方式 

      ・エントリー数によってはクラスを統合する 

 

【初級クラス】 

・太極 1，2，3、平安二段、ピンアンその 1、 

これらより難易度の低い形で演武すること 

・初級クラスで入賞経験がある者は不可 

・形試合経験 3 年未満を目安とするが、各団体代表者の判断に委ねる 

 

【中級クラス】 

・平安三・初・四・五段、ピンアンその 2，3，4，5、撃砕 1，2、 

             これらより難易度の低い形で演武すること 

・中級クラスで入賞経験がある者は不可 

 

【上級クラス】         

  ・自由形 

  ・形の難易度は不問 

 



Ⅱ：個人組手①寸止めルール（全日本空手道連盟競技規定に準ずる） 

【小学生 2 学年男女混合、中学生男女別、高校・一般・壮年男女別】 

 

・壮年の部参加条件は大会当日 40 歳以上であること 

・トーナメント方式 

・エントリー数によってはクラスを統合する 

 

 

      ②防具付ルール（全日本防具付空手道競技規定に準ずる） 

【幼児男女別、小学生学年男女別、中学 1 年男女別、中学 2･3 年男女別、 

高校男子、高校・一般女子・一般・壮年男子・壮年女子】 

 

・壮年の部参加条件は大会当日 40 歳以上であること 

・トーナメント方式 

・エントリー数によってはクラスを統合する 

         

 

③フルコンタクトルール（ＪＫＪＯルールに準ずる） 

【初心クラス（上段蹴り無し）】年少から小学 6 年までの男女 

【初級クラス（上段蹴り有り）】幼年から中学 3 年までの男女 

【上級クラス】幼年から中学 3 年までの男女 

 

       ・トーナメント方式 

       ・エントリー数によってはクラスを統合する 

 

 

［共通事項］ 

  ＊クラス分けは各申込書を参照 

  ＊それぞれの競技規定は一部刈谷市空手道連盟申し合わせによるものとする 
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男子 ○ ○ ○ △ ○ ×

女子 ○ ○ ○ △ △ △

【試合時間】本戦１分３０秒(初心は１分) 延長１分マストシステム【審判員】主審を含めた５名

（３名）の審判員が競技の審判にあたるが、競技に関する最終決定は全て審判長の裁可による。／一
本・技あり・反則・場外・判定などの場合は、５名（３名）の審判員のうち３名（２名）以上の判断
で有効とする。２名（１名）以下及び主審のみの判断は認めない。但し、５名（３名）の審判員はそ
れぞれに意義を申し立て協議する権利を有する。【一本勝ち】反則箇所を除く部分への突き・蹴りな
どで瞬間的に決め、そのダメージにより相手を倒した場合はすべて一本勝ちとします。／ダメージに
より、泣いて戦意喪失した場合。／技あり二本を取った場合（合わせ一本）。【技有り】反則箇所を

除く部分への突き・蹴りなどを瞬間的に決め、そのダメージにより一時的に動きが止まった場合。ま
たは、崩れた場合、戦意を喪失した場合は技ありとします。／ノーガードで相手選手の上段に蹴り技
がヒットした場合。／上段蹴りにより、ガードをしていてもバランスを崩し倒れた場合。／前蹴り・

下段蹴りで相手選手をきれいに転倒させて、下段突きをした場合。／下段蹴りなどで、相手選手が足
を引きずる様な場合。／同時に蹴りが入った場合は、先に入った方が技ありとし、まったく同じ場合
は相打ちとし技ありとはならない。【判定】一本勝ち、失格がない場合は、主審１名、副審４名（２
名）のうち３名（２名）以上の審判の判断を有効とする。／技有りがある場合は、技ありを優先する。

／技有りがない場合は、ダメージを優先する。／ダメージのない場合は、有効打を含めた手数・足数
を優先する。／有効打を含めた手数・足数が同じ場合は、気迫が勝っている方を勝ちとする。／「注
意」「減点」がある場合は「審判判断基準」に基づく。【反則】全クラス上段膝蹴りは禁止／掴み、

掴んでからの攻撃。／掌低、または正拳による押し。／拳・手刀・肘による顔面及び首への攻撃。／
頭突き、金的への攻撃。／倒れた相手、背後からの攻撃。／故意に場外に出る事。／故意に倒れ、相

手に攻撃をさせない事。かけ逃げなど。／頭をつけての攻撃。／抱え込み／以上の反則には審判より
注意が与えられ、注意２回で相手に技有り相当（技有りと同等ではない）の判定ポイントになります。
（注意 4回）で失格（反則負け）となります。

刈谷市空手道選手権大会公式ルール(JKJOルールに準ずる)

着用義務○着用自由△着用不可×

※ JKJO指定ヘッドガードを各自でご用意ください。レンタル用ヘッドガード数個用意。
※防具がない場合は失格となります。
※ヘッドガードにファイスシールドを着用すること。鼻、口が隠れていれば種類は問わない。
マスクでも可。

※JKJOルールに準ずる。
※女子のＴシャツは、白色を着用して下さい。男子は着用できません。※拳サポーター・甲サポー
ター・脛サポーター・膝サポーターは布製を着用する事。胸サポーター、胸部のみを守るタイプのみ
可サポーターがない選手は失格になります。各部女子選手のアンダーガードは着用自由。JKJO指定サ
ポーターでなくても大丈夫です。黒のサポーター着用可。

注意事項
上段ヒザ蹴りは全クラス禁止とします/参加選手の少ないクラスは、統合もしくは中止する場合もあり
ますのでご了承下さい/選手はスポーツ保険に必ず加入すること。未加入者は参加できません/試合中
負傷または事故が生じた場合、主催者は一切責任を負いません/持って来たゴミは必ずお持ち帰り下さ
い/選手・付添い人・応援人・その他の人は、主催者の指示に必ず従うこと。従わないときは失格退場
とします



形競技 

 試合形式  フラッグ、トーナメント制とし、赤白に分かれて勝敗を決する。 

試合方法  赤・白の選手がコート内で同時に形を演武する。 

形は､決勝戦まで同じ形を演武することが出来る。 

コートの中に入ったところから判定対象とする。 

勝敗の決定  主審・副審による旗により上がった旗の数が多い方が勝者となる。 

          技の完成度を判定の基本とする（下記判定材料参照）。 

 失格  ①形を中断、②形名の申告間違い、③形間違い（すり替え）は演武後主審が副審を集めて失格とする 

  

審判員  ５審制（主審１名 副審４名）または３審制（主審１名 副審２名）とする。 

  主審 ・主審は選手の形宣言のち笛「ピッ」で開始 

終わり揃って「判定、ピーッピッ」で判定旗、（黙ったまま旗数え勝敗判明）（３～５秒待ってから旗を降ろす）、 

「ピッ」で旗下ろす・「○の勝ち」（座ったまま宣言する） 

     ・失格宣告（不戦勝も同じ） 

    赤が失格の場合、審議後、赤に旗を「取りません」の動作をした後「青の勝ち」と宣言をし、青旗を上げる。 

   副審  ・旗は赤が外側（例外：選手の位置に合わせた方を上にして。どちらが上でもＯＫ。）で巻いて膝の上 

   選手  斜め入場・選手はコート外の角両端部分で礼    ←ここから判定対象 

コート内の開始線へ進み、開始線で審判に礼 

赤から形名宣言、各自で用意の構えに 

開始 

終わったら開始線で審判に対し礼 

真っすぐ後ろに下がり（回れ右でも後ずさりでもＯＫ） 

コート外で判定を待つ 

判定後に礼、互い礼で下がる  

 

 判定材料について（順不同） 

    ・技及び着眼等の正確性          

    ・技の強弱、緩急及び全体の調和       

・各々の技が持つ意味の的確な表現        

・安定感、完成度、確実度 

    ・難易度（難しい技が入っている、足技がある等） 

        例）ふらつきながら難しい形と、確実に正しく易しい形、であれば確実な方が良い 

    ・形に入る前、形ではない部分も見る（歩き方、礼の仕方、態度、形の名前の言い方、姿勢等） 

    ・ふらつき程度（グラグラしてしまっているか、こらえることが出来ているか） 

    ・自信を持っているか 

    ・全体と細部の両方を見る（全体的な流れ、整い方、緩急のつけ方、力強さ、立ち方、足の力の入れ方、目線手の握り等） 

    ・形により異なるが、開始戦に戻っているか                     

    ・メガネは基本的にかけてはならない。その他、ヘアピンなど金物類はすべて禁止。 

    ・不必要な効果音的な呼吸音（息吹以外）は減点対象となる 

    ・四股立ちなどの腰の高さが不自然に低すぎる場合、判断基準として重要視しない（低ければ良いというものではない） 

                     

 

 



[小学4年生以下及び女子]伝統派防具付空手道 組手競技規定 Ｒ4年3月6日

本規定は、NPO法人日本伝統派防具付空手道教育振興会が定めるものである。
伝統派防具付空手道において、防具を着用するのは安全のためであり、防具そのものを攻撃目標にするためではない。
防具を着用していなければ致命傷を負う恐れがある空手道本来の技で競い合うのが当会の基本理念である。

１．服装等・男子のインナーシャツは禁止、女子は白のインナー着用とする。

・ファールカップはズボンの内側にすること。

・袖まくり、裾まくりは禁止とする。

・怪我によるテーピングをしている場合は事前にコート長の許可を得る必要がある。許可を得ず、

　悪質または競技に有利となる故意なテーピングが発覚した場合は失格となり、試合結果は無効となる。

２．試合時間（ランニングタイム）・防具等
男女とも 試合時間 面

幼児 なし（上段技禁止）

*防具の不備による怪我は自己責任とし、当会は一切責任を負いません。

３.「1本」及び「技あり」の判定基準

・戦意喪失していないが、主審又はドクターが戦闘不能と判断した場合。

・1本には及ばないが、それに相当する技

・1本には満たない威力だが正確、有効な技

・1本には満たないが相手の動きを一時的に止めた（封じた）場合

・1本には満たないが相手に一時的な戦意喪失がみられた場合

・1本には満たない威力だが、攻撃目標にタイミングよく正確に急所を射止めた場合

（１－１） ➝判定勝ち（引分け無・本紙５．参照）

（２－２）

（２－１）　　

　　　　１本＞技あり＞有効技数＞攻撃数≧気迫（積極性）　　注）有効技とは、いま少しで技ありになるような技をいう。

小学４年生以下及び女子はインパクトのある技を技ありとする。

禁止行為

場外

・既に忠告有、その後の軽微な違反
・既に警告有、その後の違反
・「反則」に値しない重度の違反の場
合、直ちに宣告される場合もある

・既に反則注意有、その後の違反
・内容によっては直ちに宣告される場合
もある

１回目 ２回目 ３回目 ４回目
忠告 警告 反則注意 反則

相手に加点無し 相手に１Ｐ 相手に２Ｐ

無防備

・防具を着用していない背面部・後頭部・股間部への攻撃、腕部・脚部（下段蹴り）への攻撃（＊幼児は上段への攻撃禁止）

・バックブロー(ハンド、エルボー)・フック(横突き）・アッパ―(上段下突き）・肘うち・膝蹴り

・関節部・足の甲への攻撃（但し、有効技に繋がる足払いはその限りではない）

・頭部での攻撃

・暴力的体当たりなど危険な行為（但し、間合いを取るための一瞬の押しは違反としない）

・不適切な間合いの上段突き（至近距離からの上段突きは腰が高く、空手の突きではなくなるため）

６．懲罰　　禁止事項(禁止行為・無防備等の反則)、場外はそれぞれ区別し、忠告後、以下の通りカウントされる。

胴

軽微な違反

・故意に場外へ出て、相手に得点の機会を与えない

５．勝敗の判定材料と優先順位

1本

・投げ技・掴みかかり（但し、片手での一瞬のつかみはその限りではない）

・組み打ち（片手及び両手を相手の背面に回した時点で違反とする）

・倒れた相手選手へ直接打撃（突き、蹴り、打ち）

（１－０）、（２－０）

拳サポーター

任意着用
布製に限る

４．勝敗の決定と延長戦

（０－０）

（３－０）、（３－１）、（３－２）→１本勝ち

本　　　戦 延　長　戦

男子着用不可
女子任意着用可

但し、布製に限る
色は不問

ファールカップ足サポーター

技あり

布製拳サポーター可
他、小中学生と同様

➝判定勝ち（技ありの方が勝ち）

小学４年生
以下

及び女子

小学４年生
以下

及び女子

本戦1分30秒

強力な上段突き
及び上段蹴りの
ダメージを緩和
する機能を備え
た空手用の面で

あること

以下の物以外の
空手用胴（プロテク
ター）を着用可とする

・ノンコンタクト用
・ソフトタイプ

以下の物以外を着用可とす
る

・ボクシンググローブ
・オンスグローブ
・バンテージ

任意着用

・競技の流れで片方又は両方が場外に出た場合、主審が「止め」を宣告し、両者を開始戦に戻し、競技を続ける。
この場合、双方の罰則は課さない。

・正確、有効な突き、打ち、蹴りが定められた部位に決まり、戦闘不能となった場合。

（正確・有効な技とは、正しい姿勢、充実した気迫、残心、適正な間合い、正確な攻撃目標の把握等を満たした技をいう）

・技になっていない、上段への執拗な連打

・得点の多い選手が逃げ回る行為

・技をかけた後、後ろ向きとなり防御を解く行為

・「やめ」の宣告がないにも関わらず、自己判断で競技を中断して警戒を解く行為

なし



[小学5年生以上男子]　伝統派防具付空手道 組手競技規定 Ｒ4年3月6日

本規定は、NPO法人日本伝統派防具付空手道教育振興会が定めるものである。
伝統派防具付空手道において、防具を着用するのは安全のためであり、防具そのものを攻撃目標にするためではない。
防具を着用していなければ致命傷を負う恐れがある空手道本来の技で競い合うのが当会の基本理念である。

１．服装等・男子のインナーシャツは禁止、女子は白のインナー着用とする。

・ファールカップはズボンの内側にすること。

・袖まくり、裾まくりは禁止とする。

・怪我によるテーピングをしている場合は事前にコート長の許可を得る必要がある。許可を得ず、

　悪質または競技に有利となる故意なテーピングが発覚した場合は失格となり、試合結果は無効となる。

２．試合時間（ランニングタイム）・防具等
試合時間 面

高校生以上
男子

本戦2分
延長戦1分

主催者指定
（主催者用意）

*防具の不備による怪我は自己責任とし、当会は一切責任を負いません。

３.「1本」及び「技あり」の判定基準

・戦意喪失していないが、主審又はドクターが戦闘不能と判断した場合。

・1本には及ばないが、それに相当する技

・1本には満たない威力だが正確、有効な技

・1本には満たないが相手の動きを一時的に止めた（封じた）場合

・1本には満たないが相手に一時的な戦意喪失がみられた場合

・1本には満たない威力だが、攻撃目標にタイミングよく正確に急所を射止めた場合

　　　　１本＞技あり＞有効技数＞攻撃数≧気迫（積極性）　　注）有効技とは、いま少しで技ありになるような技をいう。

小学５年生以上男子は打撃の極めがなければ有効技とはしない。

禁止行為

場外

１回目 ２回目 ３回目 ４回目
忠告 警告 反則注意 反則

相手に加点無し 相手に１Ｐ 相手に２Ｐ

軽微な違反 ・既に忠告有、その後の軽微な違反
・既に警告有、その後の違反
・「反則」に値しない重度の違反の場
合、直ちに宣告される場合もある

・既に反則注意有、その後の違反
・内容によっては直ちに宣告される場合
もある

　小学5年生以上男子
着用義務

男子着用不可

本戦1分30秒

小学５年生
～

中学男子

強力な上段突き及
び上段蹴りのダ
メージを緩和する
機能を備えた空手
用の面であること

本　　　戦

以下の物以外を着用可とす
る以下の物以外の

空手用胴（プロテク
ター）を着用可とする

・ノンコンタクト用
・ソフトタイプ

1本

・正確、有効で威力ある突き、打ち、蹴りが定められた部位に決まり、戦闘不能となった場合。

（正確・有効な技とは、正しい姿勢、充実した気迫、残心、適正な間合い、正確な攻撃目標の把握等を満たした技をいう）

技あり

４．勝敗の決定と延長戦

拳サポーター

延　長　戦

小学５年生
～ 中 学 生
男子

（０－０）、（１－１）→判定勝ち（引分け無・本紙５．参照）

な　し（１－０）➝判定勝ち（技ありの方が勝ち）

足サポーター ファールカップ

・ボクシンググローブ
・オンスグローブ
・バンテージ

５．勝敗の判定材料と優先順位

６．懲罰　　禁止事項(禁止行為・無防備等の反則)、場外はそれぞれ区別し以下の通りカウントされる。

高校生以上
男子

（１－０）→判定勝ち （１－０）→先取り勝ち

胴

（０－０）、（１－１）➝判定(引き分け)➝延長戦１分間

・競技の流れで片方又は両方が場外に出た場合、主審が「止め」を宣告し、両者を開始戦に戻し、競技を続ける。
この場合、双方の罰則は課さない。

・得点の多い選手が逃げ回る行為

無防備
・技をかけた後、後ろ向きとなり防御を解く行為

・「やめ」の宣告がないにも関わらず、自己判断で競技を中断して警戒を解く行為

・故意に場外へ出て、相手に得点の機会を与えない

・組み打ち（片手及び両手を相手の背面に回した時点で違反とする）

・暴力的体当たりなど危険な行為（但し、間合いを取るための一瞬の押しは違反としない）

・倒れた相手選手へ直接打撃（突き、蹴り、打ち）

・技になっていない、上段への執拗な連打

・不適切な間合いの上段突き（至近距離からの上段突きは腰が高く、空手の突きではなくなるため）

・防具を着用していない背面部・後頭部・股間部への攻撃、腕部・脚部（下段蹴り）への攻撃

・バックブロー(ハンド、エルボー)・フック(横突き）・アッパ―(上段下突き）・肘うち・膝蹴り

・関節部・足の甲への攻撃（但し、有効技に繋がる足払いはその限りではない）

・頭部での攻撃

・投げ技・掴みかかり（但し、片手での一瞬のつかみはその限りではない）

（０－０）、（１－１）➝判定(引分け無・本紙５．参照)

（２－０）→１本勝ち 本戦ペナルティーは持越す

（２－０）→１本勝ち



選手→代表者→当日団体受付 

様式１ 

第３回市長杯兼第６回刈谷市空手道選手権大会 出場申込書   

 

刈谷市空手道選手権大会実行委員長 殿 

           
刈谷市空手道選手権大会に参加する旨、ここに申請いたします。 

また、この大会で競技試合中に身体の障害、損害、事故、所有物の損失などの生じる可能性のある旨を承認
いたします。 

 この大会の主催者、執行委員並びに全ての関係者に対して、現在又は将来起こり得るいかなる種類または
性質の訴因、損失、訴訟費用等、一切の賠償請求並びにその権利をここに 放棄いたします。 

 さらにこの大会に関係する私個人の、又は私の所有するいかなる写真もこの大会、促進のために無償で使
用されましても異議なき旨、ここに承認いたします。 

 

令和  年  月  日            道場名                 

団体代表者             印 

選手氏名              印 

（未成年者の場合）選手保護者氏名           印 

                                               

                                          

 

 

選手→代表者→当日団体受付 

様式１ 

第３回市長杯兼第６回刈谷市空手道選手権大会 出場申込書   

 

刈谷市空手道選手権大会実行委員長 殿 

           

刈谷市空手道選手権大会に参加する旨、ここに申請いたします。 

また、この大会で競技試合中に身体の障害、損害、事故、所有物の損失などの生じる可能性のある旨を承認
いたします。 

 この大会の主催者、執行委員並びに全ての関係者に対して、現在又は将来起こり得るいかなる種類または
性質の訴因、損失、訴訟費用等、一切の賠償請求並びにその権利をここに 放棄いたします。 

 さらにこの大会に関係する私個人の、又は私の所有するいかなる写真もこの大会、促進のために無償で使
用されましても異議なき旨、ここに承認いたします。 

 

令和  年  月  日            道場名                 

団体代表者             印 

選手氏名              印 

（未成年者の場合）選手保護者氏名           印 

生年月日（西暦）    年  月  日生  歳 男・女 学年  幼・小・中・高（   年） 

選手住所 〒       -                   

身長／体重 ｃｍ  ／   ｋｇ 段級位        級・段 

入賞歴 
（過去 1年以内の入賞） 

 

生年月日（西暦）    年  月  日生  歳 男・女 学年  幼・小・中・高（   年） 

選手住所 〒       -                   

身長／体重 ｃｍ  ／   ｋｇ 段級位        級・段 

入賞歴 
（過去 1年以内の入賞） 

 


