第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会

「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」
大会開催のお知らせ並びに御参加のお願い

拝啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は、士道館の活動に多大のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さてこの度、第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会「SHIDOKANOPENINTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」

を開催できる運びとなりました。
コロナ禍の中、本大会を開催出来るのも、偏に心有る皆様方のご指導、ご鞭撻の賜物とここに感謝申し上げます。
全国より、実践空手日本一を目指し、選り抜かれた選手による鍛え抜いた心・技・体の応酬は見る人々の興奮と感動を

呼び起こし、心と技の練成に励む青少年の大きな目標となっております。
十分な感染対策を講じた上で開催致しますので、貴職におかれましても、ご多忙の時節柄と存じますが何卒ご理解の上、
ご参加を宜しくお願い申し上げます。

敬具

記
名

称

第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会
「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」

開催日

2021年10月24日（日）

開会式

午後1時00分

本 戦

午後1時30分

会 場

横浜武道館
住所：神奈川県横浜市中区翁町2-9-10
TEL：045-226-2100

お問い合わせ先
第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会
「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」
大会実行委員会事務局
住 所 ： 〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町20230-6
世界空手道連盟士道館 浜松山田道場
Ｔ Ｅ Ｌ ： 053-440-3593

参加選手募集要項及び注意事項
名

称

第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会
「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」

主

催

世界空手道連盟 士道館

開 催 日

2021年10月24日（日）

試

合

午後 1 時 00 分 開会式

会

場

横浜武道館

午後 １ 時 30 分 本戦開始

住 所 ： 神奈川県横浜市翁町2-9-10

T E L： 045-226-2100

競技規定

世界空手道連盟士道館ルールによる（マット使用）

申込方法

申込用紙に記入の上、参加費と申込用紙を以下の申込先へ直接送付

申 込 先

第４１回 世界空手道連盟 士道館 国際大会
「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」大会実行委員会事務局
住所： 〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町20230-6
世界空手道連盟 士道館 浜松山田道場 宛
ＴＥＬ： 053-440-3593

申込締切日

2021年９月24日（金）必着 厳守

参 加 費

高校生以上 選手1人1種目 10,000円
※ダブルエントリーに関しては1種目につき半額をいただきます。
※型の部のみの参加は5,000円となります。
少年少女の部 選手1人1種目 5,000円
※ダブルエントリー、トリプルエントリーに関しては追加1種目につき半額をいただきます。

集合受付

2021年10月24日 12時00分迄に集合し係りの指示に従い、受付・計量を済ませ
試合準備に入ること。（前日計量、受付も可）下記参照
グローブ空手・フルコンタクト空手（軽・中量級の部）選手は全員計量すること。

※前日計量

2021年10月23日 午後4：00～午後6：00迄 士魂関根塾にて計量を行います。
〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央2-41-13 シーエス横浜ビル2階
TEL045-534-9927（士魂関根塾） FAX045-594-7126

そ の 他

①選手は爪を短く切り、手足には何も着用しないこと。
但し、負傷等により必要な場合は事前に申告し許可を得た場合のみテーピング等使用可
②ファールカップは必ず各自で用意し、空手着の下に着用すること。
マウスピースの使用は自由とするが、出来るだけ用意し着用すること。
③安全管理には医師をおき万全を期するとともに試合中の急病、負傷などの応急処置は
主催者側が行う。
④試合中の負傷や事故等について、主催者側は一切の責任を負わない。
選手は万一の怪我等に備えて健康保険証の写しを持参すること。
スポーツ保険等にも各自で加入してください。
⑤選手は、各階級の体重を厳守のこと。

体重オーバーの場合は失格とし、上の階級への編入は一切認めない。
⑥選手は各々の試合開始時間をよく把握し、開始前には必ず待機すること。
開始の時点で不在の場合は失格とする。
⑦選手は試合出場が不可能になった場合は速やかに報告すること。
⑧大会実行委員会に一旦納入された参加費は返還されないものとする。
⑨健康な状態でない方、怪我が完治していない方の参加はご遠慮ください。
⑩会場駐車場は数に限りがございます。会場周辺は駐車禁止となっております。
また、周辺は他の利用客で大変混雑が予想されますので公共の機関をご利用ください。
⑪選手、観覧の方の靴は各自ビニール袋に入れ、各自でお持ち頂き会場入り口には
置かない様ご協力お願い致します。
⑫コロナ感染症対策として、出入口等各所に消毒剤を用意いたします。
会場入口で手指消毒、検温、チェックリストの提出をお願いします。
（37.5度以上は入場できません。）
チェックリストの提出がない場合は入場できません。
⑬ヘッドガード（面部分覆いのある物）は、コロナ感染症拡大防止対策として
ヘッドガード（面部分覆いのある物）は各自もしくは各団体にてご用意ください。

チェックリスト

大会を安全に開催する為にご来場される方は別紙チェックリストの記入、
提出をお願い致します。
チェックリストはコピーして使用してください。

《審

判

規

定》

士道館空手 種目番号①～⑫
①試合時間

・一般（上級）

本戦

（3分→延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

決勝戦 （３分→延長2分→再延長2分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）
・一般（初級・中級）、壮年

本戦

（2分→延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

決勝戦 （2分→延長1分→再延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

②審 判

員

③ 勝 敗・判 定

主審1人 持ち点2

副審2人 持ち点1×2

直接打撃制とする（フルコンタクトルール）
「一本勝ち」 技あり2で一本
「判定勝ち」 審判員の２点以上
「反則注意」 2回で減点1とする（技有りと同点）
「減

点」 減点2で反則負け （一本と同点）

「有 効 技」 ・投げ技、締め技、関節技は認める
・つかみは、３秒間 寝技は５秒間認める
「反 則 技」 ・首より上への手による攻撃は禁止とする
・金的への攻撃は禁止とする
④ 防

具

・一般（上級）

素手素足

・一般（初級・中級)、壮年

スネパット、拳サポーター着用義務

※ファールカップ（金カップ）着用のこと。
※ 着用せず出場しダメージを受け試合続行不可能な場合は棄権となり相手選手の勝ちとなる場合がある

※トーナメントでは、3人共1勝1敗となった場合、体重判定となります。

《審

判

規

定》

フルコンタクト空手 種目番号⑬～㊱
①試合時間

・一般（上級）

本戦

（3分→延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

決勝戦（３分→延長2分→再延長2分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）
・一般（初級・中級）、壮年、女子

本戦

（2分→延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

決勝戦（2分→延長1分→再延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）
・少年少女

②審 判

員

③ 勝 敗・判 定

主審1人 持ち点2

本戦、決勝戦（2分→延長1分→判定）

副審2人 持ち点1×2

士道館空手規定に準ずるが、以下の項目は禁止とする
・投げ技
・絞め技
・関節技
・寝技
・顔面への膝蹴り（一般上級の部のみ有効）

④ 防

具

・上級（上級）

素手素足

・一般（初級・中級)、壮年

スネパット、拳サポーター着用義務

・女子

チェストガード、スネパット、拳サポーター着用義務

・少年少女（男子）

ヘッドガード、スネパット、拳サポーター着用義務

・少年少女（女子）

チェストガード（任意）、ヘッドガード、スネパット、
拳サポーター着用義務

※ファールカップ（金カップ）着用のこと。
※ 着用せず出場しダメージを受け試合続行不可能な場合は棄権となり相手選手の勝ちとなる場合がある

※トーナメントでは、3人共1勝1敗となった場合、体重判定となります。

《審

判

規

定》

グローブ空手の部 種目番号㊲～㊴
①試合時間

予選・本戦（3分→延長1分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）
決勝戦

（３分→延長2分→再延長2分→判定）
（引き分けの場合 体重測定 軽い選手が勝者）

②審 判

員

③ 勝 敗・判 定

主審1人 持ち点2

副審2人 持ち点1×2

「一本勝ち」 ３秒以上のダウンか繊維喪失させた場合
「有効技」

手による攻撃（ストレート・フック・アッパー・バックハンド）
足による背後以外への攻撃
首相撲からの攻撃

「反則技」

倒れた相手への攻撃
肩のラインから上部への肘による攻撃
あらゆる種類の投げ技

「失 格」

反則には注意が与えられ注意2で減点1とする（技有りと同点）
減点2で失格とする選手への注意事項 他

・選手はマウスピース・ファールカップを必ず着用すること
・バンテージは着用してもしなくてもＯＫ！ 事前にバンテージチェックあり！
・試合用のグローブは主催者側が用意する
・服装は空手衣・拳法衣とする（キックパンツその他は無効）
・グローブハンディ有り
３ｋｇ以上～６ｋｇ未満（２オンス）

10オンス 対 12オンス

６ｋｇ以上～９ｋｇ未満（4オンス）

10オンス 対 14オンス

９ｋｇ以上～

10オンス 対 16オンス

（6オンス）

※トーナメントでは、3人共1勝1敗となった場合、体重判定となります。

《審
スポーツ空手の部

判

規

定》

寸止め（ノンコンタクト）形式のポイント制

種目番号㊵～㊶

①試合時間

一
般
少年少女

本戦（２分→延長1分）１ポイント以上先取した方の勝ち
本線（1分30秒→延長1分）1ポイント以上先取した方の勝ち

② 勝 敗・判 定

「一本勝ち」 6ポイント先取
「技 あ り」 3ポイント
・上段蹴り、後ろ蹴り
例えば顔面の正中線に正拳突き、上段への蹴りが寸止めで的確に決まった
場合など
「有
効」 2ポイント
・突きによるコンビネーション技（頭と腹のように別の場所への連続技）
・突きと蹴りによるコンビネーション技
例えば中段の正中線、脇腹への突き、蹴りが決まった場合など
「効
果」 1ポイント
・1回の突きまたは蹴り
・または有効よりは浅いが、攻撃が的確に決まった場合など

③ 判定基準

・正しい姿勢
・攻撃時の適正なる間合いの保持
・力強い技とスピードのある技
・引手、声による気迫
・目標への正確な攻撃、鋭いキメのある攻撃等
※両者の攻撃が同時に的確に入った場合は相打ちとし、両者に１ポイントずつが与え
られる。

④ 審判員及び試合監査役
士道館の定める方法で選定された主審1名、副審2名～4名
※試合進行及び審判員の公正を計るため、試合監査役を1名置く。
⑤ 反則および失格
・直接打撃による攻撃
・つかみ
・審判の指示に従わない場合
・相手を罵倒したり挑発的な言動をしたりなどの武士道精神に反する行為をした場合
・反則2回で減点1、反則1回で反則負け
⑥ 選手への注意事項 他
・空手道着を着用
・手足の爪を短く切る
・ヘッドギア、スネパット、拳サポーター着用義務
・ファールカップ着用義務
・女子はチェストガード（ソフトタイプ）着用義務（小学生以下は任意）
注：金属物、その他、相手選手に危険を及ぼすような物は一切身に着けてはならない
※トーナメントでは、3人共1勝1敗となった場合、体重判定となります。

《審

判

型の部 【一般・少年少女】 男女混合

定》

種目番号㊷

①試合時間

成績上位選手選抜予選本選方式

②演

自 由

目

規

予選と決勝は別の演目とすること
③ 勝 敗の審判

審判３名による点数方式（1人100点で300点満点）
流派により若干の相違点が見られる為、型の三要素を踏まえた上で
印象などを総合的に判断
参考

型の三要素

1.力の強弱（強く・弱く）
2.体の伸縮（大きく・小さく）
3.技の緩急（早く・ゆるやかに）
4.焦点
5.気合

《審

判

規

定》

サムライルール 種目番号㊸～㊺
第１ラウンド

空手

第２ラウンド

キックボクシング

第３ラウンド

総合格闘技

試合時間

・第１ラウンド

1ラウンド2分 休憩1分

空手

士道館空手審判規定に準ずる

・第２ラウンド

キックボクシング

・第３ラウンド

総合格闘技

グローブ空手審判規定に準ずる

１．5オンスのオープンフィンガーグローブを着用
２．全ての関節技が有効です（肩、肘、手首、膝、足首）
３．チョークスリーパー、ギロチンチョークは有効です
４．反則 グランドでの頭部への打撃、噛みつき、耳を引っ張る、目をこがす、指を突っ込む、
引っ掛ける、髪を引っ張る、前頭チョーク、皮膚をつねる等
５. グランドで膠着状態が続いた場合は、主審の判断でスタンドから再開します
6．勝敗 スタンドでのダウン、タップアウト、「ギブアップ」の申し出、レフリーストップ

判定基準

・１ラウンド１０点の減点方式です
３ラウンドの合計点数で勝敗を決めます
・警告２でペナルティが発生します。マイナス１ポイントとなります
２つのペナルティで失格となります

第41回 世界空手道連盟 士道館 国際大会

「SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP」
新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト
大会を安全に開催する為のチェックリストとなります。
当日の検温、体調不良等で下記の項目に該当する方は入場をお断りいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご理解、ご協力をお願いいたします。
【入場される選手の皆様へ】
チェックリストには各項目のチェック、流派、お名前、ご連絡先、大会当日の体温の記入を
お願いいたします。
選手

団体名
項

チェック

代表

目

利用当日（本日）自宅での体温に異常がない（平熱である）下記に記入
本日及び利用前2週間において、以下の事項に一つも該当しない
①平熱を超える発熱
②咳（せき）・のどの痛みなどの風邪の症状
③強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）
④嗅覚や味覚の異常
⑤体が重く感じ、疲れやすい等の症状
⑥新型コロナウイルス感染症「陽性」とされた者との濃厚接触
本日の体温
受付時の体温

名前
ご連絡先

TEL

※大会当日必ずご持参ください

〇をつけてください
保護者
その他

