
1． 大　会　名

2． 主　　　催

3． 共　　　催

     (予　定） 公益財団法人沖縄県スポーツ協会　沖縄タイムス社　琉球新報社

NHK沖縄放送局　琉球放送　沖縄テレビ　琉球朝日放送　守礼堂

4． 会　　　場 沖縄空手会館　（〒901-0241　豊見城市字豊見城854-1）

5． 日　　　時 令和 ４年 ９月３日（土）　　８時００分開館　　９時００分開会

6． 種　　　目

7． 参加人数 各道場（団体）から、個人戦は、学年別、男女別それぞれ4名ずつ、団体形は男女

それぞれ1チームずつがエントリーできる。監督・コーチを含め次表のとおり参加内訳

とする。尚、同一選手の形・組手両方の出場を認める。

各道場
（各団体）

男子 小1～小6 4名枠

団体 小4～小6 1チーム

女子 小1～小6 4名枠

団体 小4～小6 1チーム

監督・コーチは、合わせて６名までとする。大会中は,フロア内に選手、指定された

監督・コーチ以外は入ってはいけない。尚、出場選手が１０名未満の団体は監督

・コーチ合わせて３名までとする。

8．参加資格 ① 沖縄県空手道連盟加盟道場会員で、全空連会員登録していること。

　　※大会までに全空連会員登録を義務づける

沖縄県空手道連盟

【監督・コーチ】※監督1名 ・ コーチ5名

選手

第1回沖縄県少年少女空手道選抜大会
(第8回全九州少年少女空手道選手権大会予選会）

実施要項

小学校1年生～6年生の男子、女子の個人形及び個人組手競技

小1～小6

小1～小6

小学校4年生～6年生の団体形競技（ 3人編成 ）

第1回沖縄県少年少女空手道選抜大会

公益財団法人全日本空手道連盟　沖縄県　豊見城市

形競技 組手競技

4名枠

4名枠

※団体形チームは、4年生～6年生までの3人で編成する。

　 同学年の編成も可能で、男女1チームずつのエントリーができる。
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② 九州大会に出場する選手は、全空連公認少年級位、又は少年段位を取得していること。

9．競技規定 競技は公益財団法人全日本空手道連盟組手競技規定、形競技規定及び、沖縄県空手道

連盟審判団申し合わせ事項により執り行う。

10．競技方法 1） 選手は、形と組手の両方にエントリーすることができる。但し、各道場（団体）から、

　　各学年ごと、男女別に個人枠4名ずつ、男女団体形1チームずつとする。

２） 形競技の順位決定戦は、採点方式により1位から4位までを決める。

① ベスト8選出までは、赤青フラッグ方式のトーナメントで行い。2名同時に演武する。

② 順位決定戦は、ベスト8に選出された8名による採点方式で行う。

③ ベスト16以下は、全空連基本形一 ～ 四（剛柔流・糸東流・松濤館流・和道流）の

    中から選定し、同じ形を繰り返し演武できるものとする。

④ ベスト8（採点方式）からは、全空連第1指定形及び第2指定形、又は上記③の形で

    まだ競技で演武していない形から選択できる。（ベスト8（採点方式）迄に使用した形

    は演武できない。よって、最低2つの形が必要となる。）

⑤ Tatami（コート）への入場は、時間短縮の為、直接、演武開始位置へ進み、礼から

　　始め演武し、礼で納める。礼は始めと終わりの2回とし、これ以上の回数は割愛する。

⑥ 団体形試合は、上記に倣う。フラッグ方式の場合は、1チームずつ演武する。

① トーナメント方式とする。

② ３位決定戦により３位、４位を決める。

③ 試合時間及びポイント

≪1年生～3年生迄のルール≫

4）【組手】

ア． 競技時間は1分フルタイムとする。

イ． 勝敗は競技時間内、先に4ポイントを取得した場合、並びに競技終了後に得点の

3） 【形競技】

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインを遵守し、大会当日に【一般入場者連絡票】

　  を提出すること。（別紙、沖縄県空手道連盟　新型コロナウイルス感染防止ガイドラインを参照）

　　 多いものを勝ちとする。同点で「先取」の無い場合は、旗判定とする。

2



5） 【安全具】　　

7） 【服装】

（オ） 胸マークは道場団体で統一すること。

（カ） 金属類のヘアバンド、ヘアピン等は一切認めない。又、ミサンガ・リボン・ピーズ及び

≪4年生～6年生迄のルール≫

 すること。

【監督・コーチ】

 組手全種目の安全具（小学生用赤青リバーシブル拳サポーター・メンホー※マウスシールド付

 ・ボディプロテクター・インステップガード・シンガード）は、すべて公益財団法人全日本空手道

 連盟の検定品とし、小学生大会推奨品を使用する。小学3年生～6年生迄は、必ずファール

 カップを装着すること。但し、1・2年生は、所属の指導者（監督・コーチ）の判断に委ねる。

　・都道府県各大会の監督・コーチは、必ず（公財）全空連会員であり、（公財）日本スポー

　ツ協会のコーチ1以上の資格をもつ有資格者であること」が規定されました。県大会におい

　て、当面の間は、資格の確認をとりませんが、各団体とも指導にあたる指導者・指導員は、

　（公財）日本スポーツ協会の指導者資格取得を推奨します。

 安全具を装着していない選手は、組手競技の試合はできない。安全具一式は、各自で準備

　（公財）全日本空手道連盟では、2011年4月より、「国体・全日本選手権以外の全国・地区

（ア） 監督・コーチは半袖Yシャツ・ネクタイ・黒系のスラックスとし、必ず館内用の靴を履く

　　　こと。※審判員との区別を明確にする為、審判員と異なるネクタイを着用すること。

　　　又、監督・コーチのID証は、首から下げるID証を各道場（団体）で準備する。

（イ） 選手は、競技規定に沿った清潔な白の空手衣を着用すること。

（エ） 沖縄県空手道連盟公認ゼッケンを義務付ける。

　　　 ※ゼッケンは、別紙参照の上、事前の注文・購入をして下さい。ゼッケンは必ず糸で縫い付ける。

　　　　 安全ピン等は認めない。

　　　 ※県予選において、代表を示唆する「沖縄」胸ワッペンや肩の全少エンブレムは認めない。

　　　その他の装飾は禁止する。目立たないヘアゴム（黒系）で髪を束ねることは認められる。

　　　但しヘアゴムは2個まで。

(ウ） 選手は、赤・青の帯をできるだけ準備する。

       ※大会事務局として赤・青の補助帯を準備するが、新型コロナウイルス感染予防の為にも赤・青

    　　 のマイ帯を推奨する。

ウ． 競技時間は1分フルタイムとする。　決勝戦・3位決定戦は、1分30秒フルタイムとする。

エ． 勝敗は競技時間内に先に6ポイント取得した場合、並びに競技終了後に得点の多い

　　　ものを勝ちとする。同点で「先取」のない場合は旗判定とする。
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11．表　　　 彰

12．審　判　員

13．障害処置

　  を受けておくこと。

14．参　加　料

15．大会保険

16．参加申込

   提出した選手は、今大会の会員証提出はありません。未提出の選手のみ。

② 個人1種目２，０００円（形・組手両方出場する場合は４，０００円）

① 団体形1チーム ６，０００円 

① 選手は、本大会１週間前までに各自の責任に於いて医師の健康診断を受け出場許可

② 当日は、医師を配置し、競技中負傷した場合は応急処置を行うが、それ以上の責任は

　　負わない。

所定の申込書データ（道場単位)に必要事項を記入して、スポーツ安全保険の写しを下記宛に

メール（推奨）、郵送又は持参して下さい。（ＦＡＸ不可）また、別紙に全空連会員証の写しを張り

付けて提出下さい。

※前回、令和4年5月21日・22日に開催された第18回県少年少女空手道選手県大会で

【申込方法】

する。不足が生じた場合は、沖縄県空手道連盟公認審判員又は、令和4年度県空連審判

（公財）全日本空手道連盟公認全国審判員資格者並びに地区審判員資格者により構成

講習会を受講した県審判員資格者を補充する。

　　致しません。申込金額の内訳書も申込書と一緒に㈱池宮商会空手道大会準備室に提出。

※ 申し込み締切日までに、上記口座宛に道場主氏名で振り込むこと。振込のない場合は、抽選

出場選手はスポーツ安全保険の加入を義務付ける。大会申込時に申込書と保険加入申込書の

写しを提出すること。

申込書は、沖縄県空手道連盟ホームページよりダウンロードしてください。

各種目ベスト4　優勝、準優勝、３位、敢闘賞（４位１名））までを表彰する。

 琉球銀行　本店　　(普通)　１１９１５７４

 口座名義 ： 沖縄県空手道連盟　会計長　長嶺守栄

 ★【振 込 先】
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17．申込締切

※組合せ後の申込書の提出は一切受け付けません

18．組合せ抽選

　 仲本雄一 080-3222-2800 まで連絡ください。

20．九州大会に
ついて

  （佐世保市文化体育館（長崎佐世保市光月町6－17　　電話 0956-22-1522）

　 第8回全九州少年少女空手道選手権大会（令和４年10月29日（土）～30日（日））

★航空便・宿泊予約等、,成るべく県空連指定の旅行会社をご利用下さい。

19．監督・審判員
会議

　 者として、必ず大会タイトル名と道場名・送信者の署名を付けて、申込書各種を添付の上、提出

　 道場門下生、並びにご父兄の中でパソコン環境にある方やメール操作のできる方は、申込代表

※抽選後、対戦組合せ表を各参加道場へ送付します。誤字脱字、その他のミス（本部

　 入力ミスなど）を大会プログラム作成前に修正しますので、訂正等があれば大会担当者 

★ 次の場合、申込書の提出があっても抽選しません。

 ① スポーツ安全保険の写しが添付されてない場合。

 ② 大会参加費を納めていない場合

 ③ 県空連年会費を納めていない場合

 ④ 全空連会員登録がまだの場合

　★大会内容に関する問い合わせは、大会担当仲本（080-3222-2800）までお願い致します。

　　申込みに関する問い合わせ以外は、池宮城では受け付け兼ねますのでご遠慮下さい。

　【メールアドレス ： haturatu.nakamoto@gmail.com】

　 をお願い致します。お申込書フォームは、県空連ホームページからダウンロードして下さい。

※申込書（データ）の提出は、メールを推奨します。

令和 ４年 ８月 ５日(金) 午後５時必着（締切厳守）　

★【申 込 先】

　住　所 ： 〒900-0015　那覇市久茂地２－４－２３

　宛　先 ： （株）池宮商会　空手道大会準備室　池宮城 拓

　電　話 ： ０９０－３７９４－０４２６※お申込みに関する問い合わせのみ

　大会当日　朝８時３０分　Tatami-A

　Ｆ Ａ Ｘ ： ０９８－８６１－００７２

 【推奨】メールアドレス ： seisaku@ikemiya.com

本大会実行委員会にて行う。
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団体形優勝チーム1チームと個人種目1位～4位までの選手は、第8回全九州少年少女空手道

選手権大会の沖縄県代表選手として推薦し、参加費は沖縄県空手道連盟で負担する。但し、

航空運賃、宿泊費、交通費等は全額自己負担とします。

全国大会を辞退する選手は県大会当日、県大会担当者：仲本雄一080-3222-2800まで必ず連

絡して下さい。辞退により、エントリー種目に空きが出ても、この場合、欠員とする。

九州大会の｢沖縄県代表監督・コーチ｣は、沖縄県空手道連盟ジュニア強化委員会委員より

有資格者（日本スポーツ協会コーチ1以上、又は九州地区審判員以上）を選任します。

九州大会会場では、事前に選任された｢監督・コーチ｣と調整をして下さい。監督連絡先に

ついては、後日、沖縄県空手道連盟事務局より連絡します。

○ 空手会館下側（前PCR検査会場）駐車場 → 参加選手・監督・コーチ・応援団等

※大会パンフレットの販売について（事前注文）

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、パンフレット購入時の混雑を避けるため

今大会の大会パンフレットは,事前の注文受付といたします。

別紙大会申込書にパンフレット必要部数を記入し、事前受付のご協力をお願い致します。

※道場団体の代表者で県少年少女大会のデータが欲しい方は沖縄県空手道連盟の

ＨＰよりダウンロード下さい。

https://www.karatedorenmei.okinawa/

21．九州大会
監督・コーチ

22．駐車場に
ついて

　　※審判員も上記満車の場合は、空手会館下側の（前PCR検査会場）をご利用ください。

○ 空手道会館前駐車場・横駐車場 ・・・ 駐車券配布された方のみの利用

　　→ 県連役員・理事・大会役員・ドクター・審判員等

お問い合わせ先

九州大会申込責任者

ジュニア強化委員長 仲本雄一
（携帯：080-3222-2800）

（Email： haturatu.nakamoto@gmail.com）

★大会パンフレット価格 ： 1冊　1,000 円
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