一般社団法人関西学生空手道連盟
理事長 長田 義行

第 53 回関西学生空手道個人選手権大会 大会要項
1.

名

称

第 53 回関西学生空手道個人選手権大会

2.

主

催

一般社団法人関西学生空手道連盟

3.

後

援

公益財団法人全日本空手道連盟・財団法人日本武道館・兵庫県・西宮市
(予 定)毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社

4.

日

時

２０１９年 4 月 29 日（祝）午前 9 時 00 分より（計量は 8 時 10 分より）

5.

場

所

兵庫県立総合体育館 兵庫県西宮市鳴尾浜 1-16-8

6.

競技種目

個人組手競技
男 子 －60kg 級(60kg 未満)
－75kg 級(75kg 未満)

－67kg 級（67kｇ 未満）
＋75kg 級（75kｇ 以上）

女 子

－50kg 級(50kg 未満)

－55kg 級（55kｇ 未満）

－61kg 級(61kg 未満)

＋61ｋｇ級（61ｋｇ 以上）

女子は前年度全関西大会(団体戦)の優勝校から２名、準優勝校・３位校から各１名の選手が
追加して出場できる。
また、前年度の関西個人戦の各階級の優勝者・準優勝者・３位
また、前年度の関西個人戦の各階級の優勝者・準優勝者・３位は自動的に出場の権利を得る。
・３位は自動的に出場の権利を得る。
形競技は、各大学、男子 2 名 女子 2 名まで
また、前年度の関西個人戦の優勝者・準優勝者・3
また、前年度の関西個人戦の優勝者・準優勝者・3 位は自動的に出場の権利を得る。
12. 競技規定

（公財）全日本空手道連盟審判規定及び大会申し合わせ事項による。

13. 競技時間

男子・女子共に 2 分（フルタイム） 各階級ベスト 4 以上は、男子・女子共に 3 分

14. コ ー ト 数

5面

15. 出 場 費

男子・女子共に、１種目 ６，０００円
６，０００円
2 種目出場者は、１０，０００円

16. 連 盟 費

前期連盟費 ３０，０００円 協賛費 １０，０００円 広告費 ２０，０００円
※今年度より上
今年度より上記前期連盟費・協賛費
記前期連盟費・協賛費・広告費
協賛費・広告費を同時に納入しないと、大会に出場できませんので
・広告費を同時に納入しないと、大会に出場できませんので
ご注意願います。

17. 申込方法

出場申込書は、下記の関西学連ホームページからダウンロードして、その書式にてデーターとして
メールにて送って下さい。
尚、出場申込書の裏側に振込金受領書のコピーを貼り付けて郵送もして下さい。
出場選手は、別紙健康診断書に必要事項を記入の上、当日会場にて提出してください。

個人形競技
男女形
7.

出場資格

今年度全日本学生空手道連盟個人登録済みの者、且全日本空手道連盟会員登録者で
出場停止処分を受けていない者、さらに本大会において傷害保険に加入している者。

8.

競技方法

組手競技は、各階級共トーナメントで行う。敗者復活戦は、行わない。
形競技は
形競技は、
技は、新ルールの
ルールのグループ方式
グループ方式で
方式で行う

9.

注意事項

男女とも全日本学生空手道連盟認定の空手道衣・帯・拳サポーター腹部インナーパッド（いずれ
も学連マーク縫付）・マウスピースを着用すること。男子は金的保護具を着用すること。
個人組手競技は、自己の体重より軽い階級・重い階級の出場は不可。
形競技はグループ
形競技はグループ方式
グループ方式で
方式で第１ラウンド
第１ラウンドか
ラウンドから決勝ラウンド
決勝ラウンドま
ラウンドまで採点方式で行なわれる
採点方式で行なわれる。
全てのラウンドで
ラウンドで異なる形を演武する。第
る。第 1 ラウンドは、
ラウンドは、第１・２
第１・２指定
し、それ以降は
以降は得意形
得意形とする。
は、第１・２指定形
指定形とし、そ
但し、各ラウンド
但し、各ラウンドで同点になり決定戦で使用した
各ラウンドで同点になり決定戦で使用した形は
で同点になり決定戦で使用した形は、
形は、再度演武することができる。
また、各ランド
また、各ランドに
各ランドによって赤帯・青帯
赤帯・青帯を
青帯を装着し、
装着し、学連
し、学連マーク
学連マーク入
マーク入りで個人持ち
個人持ちと
持ちとする。

ホームページ：http://www.jukf.org/

10. 選手服装

11. 出場人員

上着の長さは腰を覆うほどの長さで大腿の４分の３まで、袖の長さは最長手首まで、最短は手首
から肘 2 分の１以上とする。ズボンの長さは少なくとも下肢（脛）の３分の２を覆うほどの長さとし
踝（くるぶし）が隠れてはいけない。メーカーが製造した袖やズボンの太さなどを不自然に改造
したものは認めない。（審判団に命じられて１分間で正しい服
（審判団に命じられて１分間で正しい服装に着替えられない場合、
（審判団に命じられて１分間で正しい服装に着替えられない場合、棄権
装に着替えられない場合、棄権と
棄権と
する）また、審判団が髪の毛の色について、不自然（脱色など）と判断した場合失格とする。）
する）また、審判団が髪の毛の色について、不自然（脱色など）と判断した場合失格とする。）
組手競技・
組手競技・形
競技・形競技と
競技とも本年度よ
本年度より個人持ち
個人持ちの赤帯・青帯
赤帯・青帯を
青帯を装着し
装着し、学連マーク
学連マーク入
マーク入りとする。
組手競技は、各大学、男子 8 名・女子 6 名まで（出場人員内での階級は自由）及び
男子は前年度の全関西大会(団体戦)一部の優勝校から２名、準優勝校・３位校からは各１名の
選手が追加して出場できる。

E-mail：w1gakukuuren@y9.dion.ne.jp
18. 申込み先

関西学生空手道連盟 事務局

大阪市中央区高麗橋 4 丁目 6－14 SI 横掘ビル 602 号室
TEL０６－６２３１－９００６ ＦＡＸ０６－６４８４－７８６６
2019 年４月 10 日（水
日（水）

午後 5：00 締切 以後受け取りません。

19. 振 込 先

ゆうちょ銀行 口座番号：００９６０－２－２３５３９
口座番号：００９６０－２－２３５３９ 口座名義：関西学生空手道連盟

20. 抽 選 会

2019 年４月
年４月 13 日（土
日（土）

21. そ の 他

会場内（アリーナ）には、
会場内（アリーナ）には、大会役員（審判員・ＯＢ会長含む）
大会役員（審判員・ＯＢ会長含む）・監督・選手以外は、入る事が出来
（審判員・ＯＢ会長含む）・監督・選手以外は、入る事が出来
ません。尚、各大学監督には、
ません。尚、各大学監督には、監督会議
尚、各大学監督には、監督会議でＩ
監督会議でＩＤカード
でＩＤカードを、お渡ししますので
Ｄカードを、お渡ししますので必ず着用
を、お渡ししますので必ず着用して下さ
必ず着用して下さい。
して下さい。
監督の
監督の服装は
服装は、ダーク
ダークスーツと
スーツとし、上
し、上履きを履いて下さい。
さい。
男子・女子出場校は、監督
男子・女子出場校は、監督 2 名・男子または女子のみの大学は、監督 1 名とさせて頂きます。
弁当を申込まれる大学は、出場申込書の弁当の欄に数量を記入して下さい。（800
弁当を申込まれる大学は、出場申込書の弁当の欄に数量を記入して下さい。（800 円/個）

22. 大会係員

各大学 2 名以上の派遣をお願いします。

午後 5：00～
00～

関西学連事務所にて

