
開 催 実 施 要 項 

 

1大  会  名    令和２年度 福岡県高等学校空手道新人大会 

（兼 全九州高等学校空手道新人大会福岡県予選） 

 

2主   催  福岡県高等学校体育連盟，福岡県教育委員会 

 

3後   援  （公財）福岡県空手道連盟 

 

4主   管  福岡県高等学校体育連盟空手道専門部 

 

5期   日   

 

(1)開始式  令和２年１０月１０日（土） １０時３０分～ ＜開場９：００＞   

 

(2)競 技  令和２年１０月１０日（土） １１時００分～１７時００分（予定） 

※男女団体形・男女個人形・女子団体組手 

 

令和２年１０月１１日（日）  ９時００分～１７時００分（予定） 

※男子団体組手・男女個人組手      ＜開場８：００＞ 

 

(3)閉会式  令和２年１０月１１日（日） １７時００分～（予定） 

         

        ※開会式から閉会式までを「大会」と認識し、責任ある引率をお願いいたします 

 

6会   場  博多高等学校 体育館 

            〒813-0041  福岡市東区水谷 1-21-1   ℡ 092-681-0331 

 

7 代表者会議  令和２年１０月１０日（土）１０時００分～  博多高等学校 

 

8 競 技 規 則  （公財）全日本空手道連盟競技規定ならびに全国高等学校体育連盟空手道専門部

および本大会申し合わせ事項に準ずる。なお，安全具については以下のとおりと

する。 

 

 (男子) ﾆｭｰﾒﾝﾌｫｰⅥorⅦ（全空連検定品），拳ｻﾎﾟｰﾀ （ー全空連検定品），ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾟﾛﾃｸﾀ （ー高

体連指定品または全空連検定品），ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ（高体連検定品）、ｾｰﾌﾃ

ｨｰｶｯﾌﾟ（男子のみ） 

(女子) ﾆｭｰﾒﾝﾌｫｰⅥorⅦ（全空連検定品），拳ｻﾎﾟｰﾀ （ー全空連検定品），ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾟﾛﾃｸﾀ （ー高

体連指定品または全空連検定品），ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ（高体連検定品） 

 

     ※帯に関しては、各自で準備した赤帯・青帯を着用すること。ただし、帯に関する高

体連申し合わせ事項を遵守すること。 

                 

◇新型コロナウィルス感染予防対策として、組手に出場する選手は、ブロック予選で使用

した「マウスシールド」を必ず装着すること。未着用の選手は競技に参加できない。 

 

 



9 競 技 方 法   

(1) 組手は、学校対抗・トーナメント方式、形は学校対抗・得点方式で行う。 

    

 (2) 団体組手競技については，決勝まで，大将戦まですべて行う。 

(3) 形競技については， 

①第１ラウンドは指定形，第２ラウンド及びメダルマッチは得意形で行い、形を変えなければな

らない。 

②この大会では団体形の分解は実施しない。 

 

(4)個人組手競技については、体重制によるトーナメント方式で実施する。 

①九州新人大会出場選手（８名）の選考に関しては、各階級の上位入賞者、および試合内容

を考慮し、県専門委員の協議により決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

②階級については表のようになるので間違いのないようにすること。ただし、着衣分として

0.5kgと計測器測定幅として±0.5kgを考慮した、当日の測定値幅を下記のように定める。  

 

   ③計量について 

・男女個人組手に出場する全ての選手は、計量時間内に計量を受け、参加資格の確認

を受けなければならない。 

④実施日時   

・１０月１０日（土）９：３０～１０：３０ 

（この時間帯であれば何度でも計量することができる）  

   ⑤実施場所 

・博多高等学校内（詳細は当日連絡）             

   ⑥服    装  

・計量の服装は、男女ともに上衣はＴシャツ（半袖）、下衣はスパッツ（ハーフサイ

ズ）とする。包帯・サポーター等の着用は一切認めない。計測値から0.5Kgを引く。  

      ・この時間で計量を受けない、またはあらかじめ届け出た階級の体重区分に適してい

ない選手は棄権となり、個人組手出場の権利を失う。（個人組手には出場できないが、

その他の種目には出場できる）また、「体重区分に適していない」というのは、規定

体重を超えた場合だけでなく、規定体重に達していない場合も含む。（当日は、顧問

が同席のうえ、大会審判長または高体連専門委員が計量をおこなう。）  

   ⑦減量指導  

・試合に出場を希望する選手は、発育・発達過程にある高校生であることを考慮し、

無理な減量をおこなってはいけない。（（公財）全国高体連空手道専門部HP参照） 

 

10 引率･監督について 

(1) 引率責任者は,団体の場合は校長が認める当該校の副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助

教諭,実習助手,常勤講師，部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2 に示された者）又は校長

とする。個人の場合は校長が認める当該校又は他の学校の副校長,教頭,主幹教諭、指導教諭、

教諭、助教諭、実習助手、常勤講師，部活動指導員（地方公務員法第 22条の 2 に示された者）

又は校長とする。 

男子個人組手 女子個人組手 

-55Kg級 56.0Kg未満  -48Kg級 49.0Kg未満  

-61Kg級 55.0㎏以上62.0Kg未満  -53Kg級 48.0㎏以上54.0Kg未満  

-68Kg級 61.0Kg以上69.0Kg未満  -59Kg級 53.0Kg以上60.0Kg未満  

-76Kg級 68.0Kg以上77.0Kg未満  +59Kg級 59.0Kg以上  

+76Kg級 76.0Kg以上    



(2) 監督，コーチ等は校長が認める指導者とし,それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（ス

ポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

11 参 加 資 格 

(1) 選手は，学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒

であること。 

(2) 選手は，本連盟加盟校の生徒で，本開催要項により参加の資格を得た者であること。 

(3)申込日時点で， 全日本空手道連盟に個人登録された者であること。 

 (4) 年齢は，2002 年（平成 14 年）4 月 2 日以降に生まれた者とする。ただし，出場は同一競技 2 回

までとし，同一学年での出場は 1回限りとする。 

 (5) チームの編成は，全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 

(6) 統廃合の対象となる学校については，当該校を含む合同チームによる参加を認める。 

(7) 転校・転籍後 6ヶ月未満の者の参加は認めない。(外国人留学生もこれに準ずる)ただし，一家転

住等のやむを得ない事由による場合は，空手道専門委員会で調査し，高体連会長の承認があれば

この限りではない。 

(8) 出場する選手は，あらかじめ健康診断を受け，在学する学校長の承認を必要とする。 

(9) その他の事項については，全国高等学校体育連盟･九州高等学校体育連盟開催基準要項の参加資

格に準ずる。 

(10) 参加資格の特例 

   ア 上記(1)・(2)に定める生徒以外，(3)～(9)の大会参加資格を満たし，かつ本連盟が承認した

生徒については，別途に定める規定に従い大会参加を認める。 

イ 上記(4)のただし書きについては，学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は同一

競技 2回限りとする。 

   ウ 学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は，2学年までとする。 

 

12 参 加 制 限   （１）団体種目（男子・女子……組手・形） 

（２）個人種目（男子・女子……組手・形） 
 

 北部・筑豊ブロック 中部・南部ブロック 

団 体 ４校 ８校 

個 人 

 
男子個人組手５名 
女子個人組手５名 
男子個人形 ５名 
女子個人形 ６名 

 

男子個人組手１１名 
女子個人組手１１名 
男子個人形 １１名 
女子個人形 １０名 

       ※但し、団体種目に関しては、ブロック予選の出場校数により変更することがある 

 

13 参加申込み 

(1) 大会要項に従い学校長の責任において申し込む。 

(2) 所定の申込書により２部提出。 

(3) 申込み先   〒812-0007 福岡市博多区東比恵 2-24-1 

                         東福岡高等学校  関戸 善伸 

                          TEL (092)411-3702   FAX (092)475-9639 

(4) 締め切り    令和２年９月３０日(水) 消印有効  

              ※ 期日以降の申し込みについては一切受け付けできません。 

            厳格に対応しますのでご注意ください 

(5)高体連の参加申込書に記載されている個人情報に関する取り扱いについて 

  （利用目的等）・大会競技プログラムまたは福岡県高等学校体育連盟ホームページへの掲載 



・参加資格の確認(年齢・転校等) 

・競技成績については，学校名･氏名･成績（記録）のみ公表することとする 

           ※ 参加申込書の提出により，申込書記載の生徒の個人情報は，上記利用目的

に使用する旨の承諾を得たものとする。 

(6)会場の駐車場は、大会役員・審判員専用といたします。一般の方は周辺の有料駐車場をご利用く

ださい。なお、大型バスまたはマイクロバスで来られる学校は、事前に博多高校の今野先生まで

お問い合わせください。 

 

14 表   彰    団体種目・個人種目ともに、６位までを入賞とし，３位までに賞状を授与する。 

 

15組み合わせおよび取得制限 

(1) 組み合わせは，県空手道専門部により，申し合わせに従い執り行う。 

(2) 試合結果により以下の出場資格を得る。 

   団体組手種目，ベスト４は九州北ブロック大会出場 

          団体形種 目，ベスト４は九州北ブロック大会出場 

          個人組手種目，ベスト８は九州北ブロック大会出場 

          個人形種 目，ベスト４は九州北ブロック大会出場 

 

16 参加負担金 今年度は参加負担金は徴収しない。 

 

17 そ の 他  

 (1) 選手は必ず上記 10の（１）に引率されていなければならない。 

  (2) 参加選手は，道衣の左胸に学校名および左肩に県名を黒または紺で明記すること。但し，スクー

ルカラーはこれを認める。 

 (3) 選手の髪型，服装については全国高等学校体育連盟空手道専門部申し合わせ事項を遵守のこと。 

 (4) 選手は健康保険書を持参のこと。 

 (5) 服装，試合応援態度等，マナーの向上を図るべく，各学校での指導を徹底すること。 

 (6) 監督は，道衣（左胸に学校名および左肩に県名を選手同様明記したもの）、またはトラックスー

ツを着用し、右上腕部に「監督」腕章をつけること。 

(7) ゴミは各学校の責任において必ず持ち帰ること。 

(8) 大会当日は無観客とする。なお、会場内へは、大会役員・競技補助員・登録された監督ならびに

引率者・空手道部員のみ入場することができる。 

(9) 入場の際には大会本部が定めた新型コロナウィルス感染防止対策の手順に従うこと。 

(10)各校独自の動画配信は禁止とする。 

 

 

 

※問い合わせ先：   東福岡高等学校  関戸 善伸  ℡ 092-411-3702               


