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内閣府認証 特定非営利活動法人 

日本空手松涛連盟 
 

 

第 16 回松涛連盟全国空手道選手権大会 

第 16 回全国車椅子空手道選手権大会 
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（申込要項 ・・・P．8） 

 

 

 

 

会場 国立代々木競技場第二体育館 

日時 平成 27 年 7 月 18 日(土)・19 日(日) 
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大会要項 

１．大会名称 

   NPO 法人日本空手松涛連盟 

   第 16 回松涛連盟全国空手道選手権大会 

第 16 回全国車椅子空手道選手権大会 

２．日時 平成 27 年 7 月 18 日(土)・19 日(日) 

18 日(土) 08：30 選手・役員集合 

 09：00 少年団体型（予選・決勝）・少年団体組手（準決勝まで） 

車椅子団体型・車椅子個人型（障がい者・健常者） 

 12：00 開会式 

 13：00 車椅子組手・親子団体型 

少年個人型（予選）・少年個人組手（準々決勝まで） 

19 日(日) 09：00 少年個人型・組手（順位決定戦）・少年団体組手（決勝） 

一般団体型（予選・決勝）・一般団体組手（予選・決勝） 

古典型 

一般個人型（予選・決勝）・一般個人組手（予選・決勝） 

都道府県対抗団体戦 

 16：00 閉会式（予定） 

※参加人数の都合上、変更になる場合もあります。 

３．会場 国立代々木競技場・第二体育館 

 東京都渋谷区神南 2-1-1 TEL03-3468-1171 

４．主催 特定非営利活動法人日本空手松涛連盟 

５．共催 全日本車椅子空手道連盟 

６．後援（予定） 

    内閣府・文部科学省・厚生労働省 

公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 

公益財団法人全日本空手道連盟 

７．審判会議 

    7 月 17 日（金）16 時～17 時 会場：国立代々木競技場・第二体育館会議室 

８．レセプション（予定） 

7 月 17 日（金）17 時～19 時 

会場：国立代々木競技場内 ヴォルテックス スポーツカフェ TEL03-3468-0582 

９．プログラム及びゼッケンの配布 

  大会前に各都道府県本部に配布（作成が遅れた場合、会場渡し） 

10．大会事務局 

    NPO 法人日本空手松涛連盟 総本部事務局 

     〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 2-12-3 旭本館ビル 503 

     TEL 03-5972-1225 FAX 03-5972-1226 e-mail：taikai@jks.jp 
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試合要項 

出場資格 

  ○ 本連盟会員であること。平成 27 年度未登録者は参加資格が無いため、参加申込書を受け付け

ない。 

  ○ 各区分の児童生徒であること。参加申込の間違いは失格とする。高校生の部は満 19 歳未満で

あること。専門学校生は満 19歳未満であれば高校生の部に出場できる。 

  ○ 高校生以下の選手は所定の誓約書に保護者の同意を必要とする。 

 

Ⅰ．全国空手道選手権大会 

 １．型 

<個人型> 各都道府県で選抜された本連盟会員による 

少年 

 
予選（紅白方式） 

決勝（点数方式） 
ベスト 32まで ベスト 16 

幼児（男女混合） 平安初段・平安二段 平安初段～鉄騎初段 

小学校 1年生（男女混合） 平安初段～平安三段 自由型 ※1 

小学校 2年生（男女混合） 平安初段～平安三段 自由型 ※1 

小学校 3年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段 自由型 ※2 

小学校 4年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路二段 自由型 ※2 

小学校 5年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路三段 自由型 ※2 

小学校 6年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路四段 自由型 ※2 

中学校 1年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路五段 自由型 ※2 

中学校 2年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路五段 自由型 ※2 

中学校 3年生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路五段 自由型 ※2 

高校生（男女別） 平安二段～鉄騎初段 順路初段～順路五段 自由型 ※2 

  一般 

 
予選 

決勝 
ベスト 64まで ベスト 32 ベスト 16 

一般 平安二段～鉄騎初段 順路型 選定型 自由型 ※3 

一般二部（40歳以上） 平安二段～鉄騎初段 順路型 選定型 自由型 ※3 

一般三部（50歳以上） 平安二段～鉄騎初段 自由型 ※2 

一般四部（60歳以上） 平安二段～鉄騎初段 自由型 ※2 

一般五部（70歳以上） 平安二段～鉄騎初段 自由型 ※2 

一般六部（80歳以上） 平安二段～鉄騎初段 自由型 ※2 

古典型一部（18～49才） 火手 自由型 ※4 

古典型二部（50才以上） 火手 自由型 ※4 
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※1：平安初段～五段・鉄騎初段～三段・抜塞大・抜塞小・観空大・観空小・燕飛・慈恩 

慈韻・珍手・雲手・明鏡・王冠・十手・岩鶴・半月・荘鎮・二十四歩・五十四歩大 

五十四歩小・順路初段～五段 

※2：鉄騎二段・鉄騎三段・抜塞大・抜塞小・観空大・観空小・燕飛・慈恩・慈韻・珍手 

雲手・明鏡・王冠・十手・岩鶴・半月・荘鎮・二十四歩・五十四歩大・五十四歩小 

  ※3：鉄騎二段・鉄騎三段・抜塞小・観空小・慈韻・珍手・雲手・明鏡・王冠・十手・岩鶴 

半月・荘鎮・二十四歩・五十四歩大・五十四歩小 

  ※4：水手・浪手・鶴翼初段・鶴翼二段・鶴翼三段・常行一勢・常行二勢・常行三勢・常行四勢 

常行五勢・脚戦・乱脚・八門・旋掌・騎馬拳・明鏡二段 

注  少年の部において予選が 1 回戦しかない場合は平安二段～鉄騎初段で行う。 

一般及び一般二部において予選が 2 回戦までの場合は 1 回戦平安二段～鉄騎初段、2 回戦順路

型とし、予選が 1 回戦しかない場合は平安二段～鉄騎初段で行う。 

 

<団体型> 各都道府県本部・支部道場・学校・団体を単位に構成され、1 チーム 3 名で編成し、補

欠 2名を登録する事が出来る。 

一つの型を同時に行い、点数方式で順位を決する。 

予選と決勝は異なる型を演武しなくてはならない。予選において同点決勝の際に演武し

た型は決勝戦で使えるものとする。 

 予選・決勝（点数方式） 

小学校低学年（1・2年）男女混成可 自由型 ※1 

小学校中学年（3・4年）男女混成可 自由型 ※1 

小学校高学年（5・6年）男女混成可 自由型 ※1 

中学生 男女混成可 自由型 ※1 

高校生 男女混成可 自由型 ※1 

一般 自由型 ※1 

親子型 自由型 ※1 

  

２．組手 

＜個人組手＞ 各都道府県で選抜された本連盟会員による 

約束組手 防具なし 

 ベスト 16まで ベスト 8以上 

幼児 男女混合 基本一本組手 

小学校 1年生 男女混合 基本一本組手 自由一本組手 

小学校 2年生 男女混合 基本一本組手 自由一本組手 
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自由組手  

少年  拳サポーター・胴あて・マウスピースは必須 男子のファウルカップは任意 

 準々決勝まで 準決勝・決勝 

小学校 3年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

小学校 4年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

小学校 5年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

小学校 6年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

中学校１年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

中学校 2年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

中学校 3年生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

高校生 男女別 1分 30秒 二本先取 2分 二本先取 

  一般  男子 拳サポーター・マウスピースは必須 ファウルカップは任意 

      女子 拳サポーター・胴あて・マウスピース必須 

 準決勝まで 決勝 

一般 2分 二本先取 3分 二本先取 

一般二部（40歳以上） 2分 一本勝負 

一般三部（50歳以上） 2分 一本勝負 

 

＜団体組手＞ 各都道府県本部・支部道場・学校・団体を単位に構成され、1チーム 3名で編成し、

補欠 2名を登録する事が出来る。防具は個人戦に準ずる 

 ベスト 16まで ベスト 8以上 

小学校低学年（1・2年）男女混成可 基本一本組手 自由一本組手 

小学校中学年（3・4年）男女混成可 自由組手 1分 30秒 一本勝負 

小学校高学年（5・6年）男女混成可 自由組手 1分 30秒 一本勝負 

中学生 男女別 自由組手 1分 30秒 一本勝負 

高校生 男女別 自由組手 1分 30秒 一本勝負 

一般 男女別 自由組手 1分 30秒 一本勝負 

 

＜都道府県対抗団体組手＞ 各都道府県本部を単位に構成する。試合は 1分 30秒一本勝負とする。 

先鋒 小学校 1～3年生男女混合 拳サポーター（必須） 

胴あて（必須） 

マウスピース（必須） 

男子のファウルカップ（任意） 

次鋒 小学校 4～6年生男女混合 

中堅 中学生男子 

副将 中学生女子 

大将 
〈奇数回戦〉一般高校生混合男子 個人戦に準ずる 

〈偶数回戦〉一般高校生混合女子 個人戦に準ずる 

勝敗数、ポイント数が同数の場合代表戦を行う。代表は本戦大将戦において試合をしていな

い選手（奇数回戦の場合は高校一般混合女子、偶数回戦の場合は高校一般混合男子）とする。 
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  約束組手における注意事項 

   ・基本一本組手、自由一本組手における攻撃（上段・中段・前蹴）は左右どちらからでもよいが、

途中で変えることはできない。攻撃は相手の目標（上段・中段）に向かって行う。したがって

防御側が早く捌いた場合はその方向に攻撃できる。防御側の受技・極技は自由であるが必ず手

を握って受ける。 

   ・基本一本組手において、攻撃者は下段払いをしてから 2 秒以内に攻撃する。攻撃、反撃ともに

突き手を引いてはいけない。 

   ・自由一本組手において、攻撃者はフェイントを使ってはならない。 

 

 

  自由組手における注意事項 

   ・個人戦は全試合二本先取りとする。団体戦は全試合一本勝負とする。 

   ・本戦終了時ポイントの多い方を勝者とし、ポイントの有無に関わらず判定を行わない。ポイン

ト数が同数の場合先取り一本の延長戦を行う。延長戦において両者ポイントがない場合は主審

を含めた審判員 5 人の判定にて勝敗を決する。 

 

 

Ⅱ．全国車椅子空手道選手権大会 

１．型 

    ①個人型 男女混合で行い、障がい者の部と健常者の部を設ける。 

②団体型 3名で編成 男女混成可 

型は次の中から一つ選択する 初輪・二輪・三輪・四輪・五輪 

 ２．組手 

    個人組手 

種目：障がい者男子の部、障がい者女子の部、健常者男子の部、・健常者女子の部 

防具：拳サポーター・メンホ―・フットガード 

試合：自由組手 1分 30秒 一本勝負 

 

 

注意事項 

① 監督・コーチは大会準備委員会の作成した監督・コーチ証を着用する。監督・コーチ証が無い場

合は会場内に入ることが出来ない。監督氏名及び会員番号は監督・コーチ申込書に記入する。監

督による抗議は規約に関してのみ可能とし、技術について抗議することはできない。 

② 型、組手ともに１所属団体より出場のこと。二重出場はできない。 

③ 拳サポーター、マウスピース、胴あては各自で用意する。胴あては道衣の中に着用する。小学 3

年生以上はマウスピースを必須とし、無い選手は失格とする。 

④ 試合進行中、選手の不在は棄権とみなす。 

⑤ プラカードは大会準備委員会にて用意する。 

⑥ 試合中の怪我については応急手当のみ行う。出場選手にはスポーツ傷害保険をかける。 
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⑦ 空手衣に他流派、団体マークを付けてはいけない。 

 

 

判定について 

① 型、組手とも本連盟規約に基づく。 

② 型試合の点数方式で順位を決する際に同点の場合は、まず最低点を加えて比較、更に同点の場合

は最高点を加えて比較する。それでも同点の場合は再試合を行う。再試合においては本戦と異な

る型を行う。 

③ 自由組手の試合は本戦終了時ポイントの多い方を勝者とし、ポイントの有無に関わらず判定を行

わない。ポイント数が同数の場合先取り一本の延長戦を行う。延長戦において両者ポイントがな

い場合は主審を含めた審判員 5 人の判定にて勝敗を決する。 
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申込要項 

１．大会参加費 

  第 16 回松涛連盟全国空手道選手権大会（型・組手各々１種目と数えます） 

   少年個人戦 １種目  ３，０００円（１人） 

  一般個人戦 １種目  ５，０００円（１人） 

   少年団体戦 １種目  ９，０００円（１チーム） 

   一般団体戦 １種目 １５，０００円（１チーム） 

   親子型        ５，０００円（１チーム） 

   都道府県対抗団体戦  ５，０００円（１チーム） 

全国車椅子空手道選手権大会 

   個人戦   1 種目  ３，０００円（１人） 

   団体戦        ５，０００円（１チーム） 

 

２．出場申込書（松涛連盟公式ホームページからダウンロードしてください） 

   Ａ．申込書は支部・団体ごとに作成し、ファイル名にその名前を付けて保存して下さい。 

   Ｂ．選手、審判の申し込みは都道府県本部の承認を受けて下さい。 

   Ｃ．申込書（送金内訳書を含む）は E メール taikai@jks.jp に添付して送信して下さい。 

     誓約書はプリントアウトして署名、捺印の上大会事務局へ郵送して下さい。 

     NPO 法人日本空手松涛連盟 総本部事務局 

     〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 2-12-3 旭本館ビル 503 

     TEL03-5972-1225 FAX 03-5972-1226 e-mail：taikai@jks.jp 

誓約書は参加する全ての選手が署名捺印しなくてはいけません。 

   Ｄ．大会参加費の送金は郵便振替にて行ってください。 

ゆうちょ銀行  記号番号 ００１６０－４－１８７３１６ 

加入者 特定非営利活動法人 日本空手松涛連盟 ﾄｸﾋ)ﾆﾎﾝｶﾗﾃｼｮｳﾄｳﾚﾝﾒｲ 

    送金の際は通信欄に明細をお書き下さい。 

３．締め切り 平成 27 年 5 月 15 日（金）必着 

   締切日以降の申し込みは受け付けませんので、締切日を必ずお守り下さい。 

   ただし、キャンセルについては 5 月 31 日（日）まで受け付けます。 

４．送付先 

   NPO 法人日本空手松涛連盟 総本部事務局 taikai@jks.jp 

   必ず E メールにてお申し込み下さい。郵送、FAX での受付は致しません。 

５．審判員申込 

   審判員は都道府県本部長の許可を得てから､申込書と同じく 5 月 15 日までに E メールで送って下

さい。 

審判の服装は、紺色のブレザー、白い半袖シャツ、公式ネクタイ、公式エンブレム、無地の濃い

グレーのズボン、シューズです。ネクタイピンは装着しないで下さい。 

※一団体より最低 1 名以上の派遣をお願い致します。 

６．弁当の注文 

   選手及び選手以外でご希望の弁当は１個１，０００円（お茶付き）で注文を承りますので、大会

申込用紙の注文欄にご記入の上エントリー料と一緒に振り込んでください。 
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本部長 

支部長 各位 

 

大会協賛金ご協力のお願い 
 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、この度国立代々木競技場第二体育館にて第 16 回松涛連盟全国空手道選手権大会、

全国車椅子空手道選手権大会を本年 7 月 18 日（土）・19 日（日）に開催いたします。盛大

に成功させるために、是非とも貴支部のご協賛を賜りたく、ご多忙のところお手数おかけ

しますが、下記要領にてご協力お願いいたします。 

                     敬具 

 

 

記 

 

 

① 大会協賛金 1 口 1 万円 2 口以上のご協力をお願いいたします。 

② 支部・団体、個人単位でもお申込みいただけます。 

③ 申込書の送金内訳表にご記入の上、5 月 15 日（金）までに総本部事務局内大会準備委

員会まで E メールにてご連絡下さい。 

④ ご協賛者ご芳名を大会パンフレットに記載させて頂きます。 

⑤ 送金は、大会参加費と一緒に同封の郵便振替用紙に必要事項をご記入の上、下記郵便振

替口座までお振込みください。 

振込先：ゆうちょ銀行 00160－4－187316 

特定非営利活動法人 日本空手松涛連盟 

⑥ なお本協賛金は大会パンフレットの広告掲載に替えることが出来ます。 

 

お問合せ先／大会準備委員会 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 2-12-3-503 NPO 法人日本空手松涛連盟 

    TEL03-5972-1225  FAX03-5972-1226 taikai@jks.jp 

以上 


