平成29年度第26回関東高等学校空手道選抜大会
実施要項
１．主

催

全日本空手道連盟関東地区協議会

関東高等学校体育連盟

２．主

管

神奈川県空手道連盟
関東高等学校体育連盟空手道専門部
神奈川県高等学校体育連盟
神奈川県高等学校体育連盟空手道専門部

３．後

援

神奈川県教育委員会
寒川町体育協会

４．期

日

平成30年１月20日（土）～21日（日）

５．会

場

寒川町総合体育館
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山275 （寒川駅より徒歩15分）
Tel: 0467-75-1005
Fax: 0467-75-3775

(公財)神奈川県体育協会
寒川町教育委員会
神奈川新聞社
（株）テレビ神奈川

６．競技種目

団体形・団体組手・個人形・個人組手（各男女）
※男子個人組手（－６１k
（－６１kg級、－６８k
級、－６８kg級、＋６８k
級、＋６８kg級）
※女子個人組手（－５３k
（－５３kg級、－５９k
級、－５９kg級、＋５９k
級、＋５９kg級）

計８種目

７．大会日程

１月20日（土）

10:00～10:30
10:00～11:30
10:30～11:0
11:00
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:10～12:40
13:00～17:30
17:35～17:45
17:45

各都県審判長会議
受付・公式練習
計量
各都県委員長会議
審判員会議
監督会議
開会式
競技
形競技表彰
終了

１月21日（日）

8:15
9:00～16:00
16:10～16:25

開館・受付
競技
閉会式

８．競技規定

(公財)全日本空手道連盟競技規定に準じて行う。競技の運用については関東高等学校
体育連盟空手道専門部参加心得・申し合わせ事項による。
特に，組手競技においては指定の安全具の装着を徹底する。

９．競技方法

（１）形競技，組手競技ともにトーナメント方式とする。（一部リーグ戦とする）
（２）（公財）全国高体連空手道専門部規定の赤、青の帯は各校で準備する。
（３）形競技においては，各回戦毎定められた範囲の中から演武する形を選ばなければ
ならない。
（４）個人組手の階級と計量は下記の通りとする。
※（個人組手出場者は顔写真を事前提出する）

※ 階級表
-61k
61kg級
-68k
68kg級
+68k
+68kg級

男子個人組手
61.0k
61.0kg未満
61.0k
61.0kg以上 68.0k
68.0kg未満
68.0k
68.0kg以上

-53k
53kg級
-59k
59kg級
+59k
+59kg級

女子個人組手
53.0k
53.0kg未満
53.0k
53.0kg以上59.0
以上59.0k
59.0kg未満
59.0k
59.0kg以上

※ 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。
を受けなければならない。
実施日時
１月20日（土）１
20日（土）１０
日（土）１０： ３０～１１：０
０～１１：００ （体重計は１０：００から利用
体重計は １０：００から利用可能
１０：００から利用可能）
可能 ）
（計量の時間帯であれば何度でも計量することができる）
計量の時間帯であれば何度でも計量することができる）
実施場所
男子：３
女子：３
男子： ３ 階・剣道場
階・剣道場
女子：３階・柔道場（師範室）
階・ 柔道場（師範室）
服
装
計量の服装は、男女ともに上衣はT
計量の服装は、男女ともに上衣はTシャツ、下衣はスパッツ
シャツ、下衣はスパッツとする。包帯・サ
スパッツとする。包帯・サ
ポーター等の着用は一切認めない。計測値から0.5
ポーター等の着用は一切認めない。計測値から0.5k
0.5kgを引く。
失
格
この時間で計量を受けなかったり、あらかじめ届け出た階級の体重区分に適
していない選手は失格となり、個人組手出場の権利を失う。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。
計量は同性の大会審判員がおこなう。
計量は同性の大会審判員がおこなう。
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）
HP参照）
10．参加資格

（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，各都県高等学校体育連盟に加盟している高等学校の生徒で，当該競技要
項により参加資格を得たものに限る。
（３）年齢は平成11年４月２日以降に生まれたもので19歳未満の者とする。但し、各都
道府県高等学校体育連盟に加盟している高等学校の１・２年生のみで、同一学年
での出場は１回限りとする。
（４）チーム編成において，全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は
認めない。
（５）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大会の参加
を認める。
（６）転校後６ケ月未満の者は参加を認めない。（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場合は，当該高等学校体育連盟会長の許可が
あればこの限りではない。
（７）出場する選手は，あらかじめ健康診断を受け，在学する学校長及び所属高等学校
体育連盟会長の承認を必要とする。
（８）(公財)全日本空手道連盟の平成29年度登録競技者であること。
（９）参加資格の特例
ア．上記（１）及び（２）に定める生徒以外で，当該競技要項により大会参加資
格を満たすと判断され，都県高等学校体育連盟が推薦した生徒について，
［別途に定める規定］に従い大会参加を認める。
イ．上記（３）但し書きについては，学年の区別を設けない課程に在籍する生徒
の場合は，同一競技２回限りとする。
［大会参加資格の別途に定める規定］
１ 学校教育法第82条の２，83条の学校に在籍し，当該都県高等学校体育連盟会長に参
加を認められた生徒であること。
２ 以下の条件を具備すること。
(１)大会参加を認める条件
ア．関東高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重す
ること。
イ．参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては，学齢，修業年限ともに高
等学校と一致していること。また，連携校の生徒による混成は認めない。
ウ．各学校にあっては，都県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ，関
東大会及び関東選抜大会への出場条件が満たされていること。
エ．各学校にあっては，部活動が教育活動の一環として，日常継続的に責任ある
顧問教員の指導のもとに適切に行なわれており，活動時間等が高等学校に比
べて著しく均衡を失していず，運営が適切であること。

(２)大会参加に際して守るべき条件
ア．関東高等学校体育大会開催基準要項を遵守し，競技種目大会申し合せ事項等
に従うとともに，大会の円滑な運営に協力すること。
イ．大会参加に際しては，責任ある教員が引率するとともに，万一の事故の発生
に備えて傷害保険に加入しておくなど万全の事故対策を講じておくこと。
ウ．大会開催に要する経費については，応分の負担をすること。
11．参加制限

各種目の出場チーム数・選手数は，次のとおりとする。
（１）団体種目は各都県２チームまでとする。
＜チーム編成＞ 団体組手
正選手５名 補欠３名
団体形
正選手３名 補欠３名
（２）個人
個人組手
個人形；各都県２名までとする。
個人組手；
組手 ；各階級・
各階級・ 各都県１
各都県１名
（３）平成29年度の全国高等学校空手道選抜大会への推薦出場権を持つチームと個人
は，上記の（１）・（２）とは別枠とし，本大会への出場を義務付ける。
※外国人選手の出場枠について
１）学校教育法第１条に規定する高等学校に卒業を目的として在籍している生徒で
あること。
２）在籍校が当該都県高等学校体育連盟に加盟していること。
３）年齢は，平成11年４月２日以降に生まれた者とする。
４）短期留学は除く。
５）団体種目においては正選手の半数を超えない人数までとする。個人種目におい
ては人数枠を設けない。

12．引率・監督

（１）引率責任者

出場選手は必ず引率責任者によって引率される。
団体の場合は校長が認める当該校の職員とする。
個人の場合は校長の認める学校の職員とする。
（２）監督、コーチ 校長が認める指導者とする。
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。
監督は(公財)全日本空手道連盟登録会員であること。
各都県において引率責任者・監督・コーチに関する規定が定められ，この基準より
限定された範囲内であれば，その各都県の規定に従うことを原則とする。

13. 審判員

関東高等学校体育連盟空手道専門部審判員が担当する。

14．参加申込方法
（１）当該校校長の責任において，所定の様式により定められた期限までに各都県専
門部委員長がまとめて申込む。
（２）申込締切日
平成29年11月30日（木） ［必着］
（３）申込先
〒254-0821 平塚市黒部丘12-7
神奈川県立平塚工科高等学校内
第26回関東高校空手道選抜大会実行委員会
事務局 佐藤 彰 宛
Tel: 0463-31-0649
Fax: 0463-32-6983
E-mail: tinkbellakira@pen-kanagawa.ed.jp
※

個人情報の取り扱いについて
大会参加に際して提供される個人情報は大会活動に利用するものとし，これ以外の目的に利用
することはありません。

15．参 加 料

（１）金額

①団体種目
②個人種目

１種目／１チーム・・・\ 20,000
１種目／１名・・・・・\ 2,100

（２）振込方法
各都県の専門部委員長がまとめて下記の銀行口座に振込み，振込書の写し
を大会参加申込みと同時に前項の申込先に送付する。
銀行名
ゆうちょ銀行
記号１０９００ 番号３０７８８６９１
（店名〇九八 店番０９８ 普通預金 ３０７８８６９）
口座名義
関東高等学校空手道選抜大会
16．抽 選 会

17．表

彰

平成29年12月１日（金）13:00より，下記会場にて，各都県専門部委員長立ち会いのも
とで，大会実行委員会が行う。
サンライフガーデン
〒254-0025 神奈川県平塚市榎木町9-41
Tel：0463-21-7111（代）
（１）賞

状

（２）盾・ﾒﾀﾞﾙ
（３）優勝杯

18．宿

泊

19．そ の 他

南北別戦において個人組手は決勝進出選手、そのほかの種目は準
決勝に進出した選手・チームに賞状を授与する。
南北統一戦ににおいて優勝した選手・チームに授与する。
南北統一戦において優勝した選手にメダル、チームに盾を授与す
る。
南北統一戦の団体種目優勝チームに大会持回りの優勝杯を授与す
る。

（１）宿
舎
（２）宿泊料金
（３）申込方法

宿泊する場合は必ず，大会本部の指定する宿舎に宿泊すること。
１泊３食 １１，８８０円 （昼食代 ８６４円 内税）
当該校校長の責任において，所定の様式により学校ごとに下記宛に
直接申込む。また，各学校は後日送付の請求書に基づき，期限までに
指定された銀行口座に振込む。
（４）申込期限と申込先
①申込期限・・・平成29年11月30日（木）
②申込先 宿泊・弁当
（株）日本旅行 藤沢支店
〒251-0025神奈川県藤沢市鵠沼石上１－５－４
三井生命藤沢ビル４階
ＴＥＬ：０４６６－２２－７４１１
ＦＡＸ：０４６６－２４－４１７５
担当 安原・鈴木・石井・小泉・中俣
（５）宿泊代金の支払期限と振込先
①宿泊代金の振込期限・・・平成30年１月12日（金）
②宿泊代金の振込先
銀行名 ：みずほ銀行
支店名 ：１５号支店
口座番号：普通 ３１０４１８１
口座名義：株式会社 日本旅行

（１）競技中の疾病・傷害等の応急処置は主催者が行なうが，その後の責任は負わな
い。また，主催者は大会役員と選手を対象に団体傷害保険に加入する。
（２）出場選手は引率責任者によって引率される。引率責任者は選手の全ての行動に
対しての責任を負うものとする。
（３）その他，関東高等学校体育連盟空手道専門部の大会参加心得･申し合わせ事項
に従う。

