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         令和４年度 

福岡県高等学校空手道新人大会北部・筑豊ブロック予選会 
兼  全九州高等学校空手道新人大会福岡県北部・筑豊ブロック予選会 
開催について（通知） 

 
 
 
 
 

標記の件について別紙要項のとおり開催しますので、ご連絡いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

大会開催実施要項 

 
１ 大 会 名  令和４年度 福岡県高等学校空手道新人大会北部・筑豊ブロック予選会 
               （兼  全九州高等学校空手道新人大会福岡県北部・筑豊ブロック予選） 
 

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北部・筑豊ブロック空手道専門部 

 

５ 期   日 

   競      技  競技第１日目   令和４年９月２３日（祝・金） １１時３０分集合 

男女団体形・男女個人形     （開館  １０時３０分） 

開始式     １２時５０分     競技開始     １３時～ 

 

競技第２日目   令和４年９月２４日（土）      ８時３０分集合 

男女団体組手・男女個人組手  （開館 ８時） 

開始式      ９時２０分     競技開始     ９時３０分～ 

                 

※開閉会式は、行いません。 

※令和４年度より新人戦に限り団体組手３人制を導入します。 

※コロナウィルス感染対策のため、日程の変更や中止もあり得る。 
※感染予防のため、無観客で行う。 

 

６ 会   場     北九州工業高等専門学校  第１体育館 

                〒802-0985 北九州市小倉南区志井5丁目20番1号  Tel 093-964-7233 

    

７ 代表者会議    令和４年９月１６日（金） １５時 北九州工業高等専門学校 大講義室 

 

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。 

※申し合わせ事項は、全国高等学校体育連盟空手道専門部大会申し合わせ事項（2022 全国総体・ 
愛媛：別紙）を参照して下さい。 

 

(男子) ﾆｭｰﾒﾝﾌｫｰⅥorⅦ（全空連検定品），拳ｻﾎﾟｰﾀｰ（全空連検定品またはミズノ製），ﾎﾞﾃﾞｨ

ｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ（高体連指定またはミズノ製），ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ（高体連指定品ま

たはミズノ製）,ｾｰﾌﾃｨｰｶｯﾌﾟ（男子のみ）,ﾏｳｽｼｰﾙﾄﾞ,ゼッケン， 

空手道衣(高体連ラベル) 

 

(女子) ﾆｭｰﾒﾝﾌｫｰⅥorⅦ（全空連検定品），拳ｻﾎﾟｰﾀｰ（全空連検定品またはミズノ製），ﾎﾞﾃﾞｨ

ｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ（高体連指定品またはミズノ製），ｼﾝｶﾞｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ（高体連指定品

またはミズノ製）,ﾏｳｽｼｰﾙﾄﾞ,ゼッケン，空手道衣(高体連ラベル) 

 

          ※帯に関しては、各自で準備した赤帯・青帯を着用すること(全空連ラベルと高体連ラベル

の両方が貼ってあること)。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。 

 



※東海堂製（2022 年販売）のシンガード・インステップガードは使用できません。 

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、 

① 各校で５人制・３人制のどちらかを選択しなければならない。ただし、男子と女子で異なる

選択をすることができる。 

② ３人制の選手数は、正選手３名・補欠１名とする。ただし、正選手２名での出場も可能で

ある。 

③ 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（公財）全日本空手道連盟の指定形（第一及び第二指定形の中から一つ）とし、

第２ラウンドは得意形①、メダルマッチは得意形②とする。 

※団体形のみ、指定形と得意形①で競技を実施する。 

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、男子５階級、女子４階級の体重制で実施する。 

① 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、当日の測定値幅を下記のように定める。 

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 55.0Kg以上62.0 Kg未満  -53Kg級 48.0Kg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 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。 

③ 実施日時 

・９月２３日（祝・金） １０時３０分～１２時３０分 

（この時間帯であれば何度でも計量することができる） 

④ 実施場所 

・北九州工業高等専門学校  大講義室 

⑤ 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。） 

⑥ 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。 

(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、2004 年（平成 16 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大会開催基準要項 

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 ： 組手、形とも男女各校１チームまで。  

(2) 個人種目 ： 組手は男子６名・女子５名まで、形は男女各校２名まで。  

(3) 外国人留学生の出場制限 ： 団体戦において男女各チーム１名まで。 

13 参 加申 込 

  (1) 高体連の参加申込に記載される個人情報について 

     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記載 

           ・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）のみを公表する事と 

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。 

 

(2) 大会実施要項に従い学校長の責任において申し込む。 

 

(3) 申込み先   〒803-0837 北九州市小倉北区中井口5-1  

              真颯館高等学校 梅崎 龍司 宛  ＴＥＬ 093-561-1231 

        また、プログラム作成業務のため、郵送と同じものを以下のメール 
              アドレス宛に送ること。 

          ru0728@gmail.com  真颯館高等学校 梅崎 龍司 宛 

 

(4) 締め切り   令和４年９月１２日(月) 必着  ※期日以降は一切受け付けできません。 

14 個人情報及び肖像権の取り扱いについて 

     上記取り扱いについては、高体連HP「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に記載の

とおりとする。 

15 表   彰 団体、個人種目共に、第３位まで賞状を授与する。 

16 参加上の注意 

(1) 組手競技については、各入場時において必ず安全具を用意，着用すること。 

(2) 団体組手競技は、男女ともに５人制・３人制のどちらかを選択する。 

(3) 団体形競技は男女とも３人制とする。 

17 組み合わせ及び取得制限 



(1) 組み合わせは，北部・筑豊ブロック専門部・各校顧問の合同会議において厳正に行う。 

(2) 試合結果により団体種目は４校，個人種目は５名まで県大会（但し女子個人形は６名） 

への出場を認める。 

※ただし、県大会への出場数についてはブロック大会参加人数で変更もある。 

(3) 個人組手の各階級県大会出場者数の振り分けは北部・筑豊ブロック専門部・各校顧問の合同会

議で協議する。 

18 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，空手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) 選手は健康保険証を持参のこと。 

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

(6) 監督はスーツを着用すること。スーツはダークスーツとし、ネクタイは審判員とは異なるもの

を着用する。女性はスラックスでもスカートでもよく、ネクタイは着用しなくてもよい。 

ただし、ブロック予選会のみ（県大会以上は不可）、トラックスーツまたは空手道衣も認めるが、 

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・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。 

(11) 参加同意書と健康観察チェックシートを提出すること。 

(12) 令和４年度より団体組手競技の３人制を導入する。 

(13) 審判会議を大会１日目は１２時００分より、２日目は９時００分より行う。 

  (14) 顧問会議を大会１日目は１１時３０分より、２日目は８時４０分より行う。 

(15) 大会参加は出場種目の実施日のみで構わない。ただし、個人組手出場選手は前日の計量を指定

時間に行わないと、参加資格を失う。 

 

19 新型コロナウィルスに関する注意事項（抜粋）※詳細は別紙をご覧ください 

  (1) 顧問は必ず、選手及び保護者から大会参加の同意書を取り、校長責任のもと申し込みを行う。 

      同意書は引率責任者が大会初日に持参すること。またこの同意書は選手のみでなく、補助員、  

   選手以外の空手部員，マネージャーなど，大会当日に会場へ入るすべての生徒から取ること。   

  (2) 会場に入る際は，「健康観察シート」に必要事項を記入し，大会役員の許可を得て入場すること。 

  (3) 競技中以外は，必ずマスクを着用し、密を避けた言動を心掛けること。 

  (4) 大会中は，大きな声での会話や応援は避けること。 

  (5) 飲食については，指定場所以外で行わず，周囲の人となるべく距離をとり，対面を避け，会話を 

      しないこと。（黙食の推奨） 

  (6) 体調不良の場合は，速やかに大会役員に連絡し指示を受けること。 
 
 

 
 ※問合せ先 
   小倉工業高等学校  山村 宗義 

連絡先 ０９３－５７１－１７３８（学校代表） 

    
 

 
 
 

空手道競技規則（付則） 
 



 
 
 
１ 頭  髪   男子：パーマ・染髪・まゆそり・ピアス・そり込みの禁止 
 
          女子：パーマ・染髪・まゆそり・ピアス・ヘアーピンの禁止 
 
２ 眼  鏡   眼鏡・ハードコンタクトレンズの使用は禁止 
 
３ 道  衣   (1) 左胸に校名を入れること。（黒またはスクールカラー） 
 
         (2) 左袖に県名を入れる（黒・県大会まで自由） 
 
         (3) 袖の長さは手首までとし、前腕の中程より短くてはならない。 

また、まくってはいけない。 
 
         (4) 裾の長さは少なくとも下肢の３分の２を覆う程の長さとし、踝 

がかくれてはならない。また、まくり上げてはならない。 
 

(5) 道衣のネームは黒色の刺繍とし、個人が特定できるよう漢字 
で苗字もしくはフルネームが望ましい。 
（テーピング等で隠すことは禁止） 
 

(6) ゼッケンを空手道衣の背中に縫い付けること。 
 

 
４ 組手競技     (1) ファールカップはズボンの下に着用すること。 

（安全具） 
(2) 安全具の貸借は試合中にはできない。 
 

   (3) メンホーシールドを必ず装着すること。 
             

 (4) 正しい服装、安全具の着用を行って下さい。 
 
             (5) 守れなかった場合は反則負けまたは失格となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 

 



個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて 
福岡県高等学校体育連盟 

令和４年４月１日 
  
福岡県高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関

して以下のとおり対応します。 
 
（1） 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

ア 大会プログラムに掲載される。 

イ 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがある。 

ウ 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。 

エ 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがある。 

オ 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供する

ことがある。 

 
（2） 競技結果（記録）等の取り扱い 

ア 新聞・雑誌及び県高体連等関連ホームページ等で公開されることがある。 

イ 大会プログラム掲載の個人情報とともに掲載される。 

ウ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがあ

る。 

 
（3） 肖像権に関する取り扱い 

ア 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報

告書及び高体連関連ホームページで公開されることがある。 

イ 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された映像が、中継・録画放映

及びインターネットによって配信されることがある。 

 
（4） 対応について 

ア 取得した個人情報を前記利用目的以外に使用されることはありません。 

イ 参加申込書の提出により、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、県高体連専門部及び当該中央競技団体等によ

って個別に承諾を確認することがある。 

ウ 大会役員、競技役員、運営役員、その他各種の委員や補助員等大会関係者及び会場に来られた

観客の皆様につきましては、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。 
 

 
 
 


