
第49回全日本選手権大会

開始 終了

7:30 係員集合 8：20　審判会議

8:00 審判員入館 8：50　監督会議

（2階研修室）

8:30 開　場

9:30 開始式

女子選手入場

国歌演奏

大会会長挨拶　　（公財）全日本空手道連盟　会長　笹川　堯

審判長接辞　大会審判長　沖野　義次

10:00 開始宣言　　 大会審判長　沖野　義次

10:00 競技開始

Ａコート Bコート Cコート Dコート Eコート Fコート

11:45

12:00

12:10 12:30

12:00 男子選手入場

開始式

12:50 審判長接辞　大会審判長　沖野　義次

開始宣言　　 大会審判長　沖野　義次

13:00 競技開始

Ａコート Bコート Cコート Dコート Eコート Fコート

16:30

17:00

17:10 17:30

f1～f2e1～e3d1～d2

進行予定表（１日目）
　（団　体　戦） 令和３年１２月11日（土）

時　　間 進　　　行　　　予　　　定

女子
団体組手

１回戦 a1～a2 b1～b3 c1～c2

d3～d5
女子

団体組手
２回戦 a3～a5 b4～b5 c3～c5

女子
団体組手

３回戦 a6、a7 b6、b7

表彰  　　　優勝、準優勝、3位（2チーム） 

女子
団体組手

決勝

e8

女子
団体組手

準決勝 a9 b9

b10

備　　考

e4～e5

e6、e7

女子
団体組手

４回戦

f3～f5

a8 b8 ｃ8

c6、ｃ7

d1～d2 e1～e3 f1～f3

男子
団体組手

２回戦 a3～a5 b4～b5 c3～c5 d3～d5 e4～e5 f4～f6

男子
団体組手

１回戦 a1～a2 b1～b3 c1～c2

e6、e7

男子
団体組手

４回戦 a8 b8 e8

男子
団体組手

３回戦 a6、a7 b6、b7 c6、ｃ7

表彰  　　　優勝、準優勝、3位（2チーム） 

男子
団体組手

決勝 b10

男子
団体組手

準決勝 a9 b9
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第49回全日本選手権大会

進行予定表（２日目）
時間
開始 終了

8:00 開場

9:00 開始宣言　大会審判長　沖野　善次

9:00 Aコート Bコート Cコート Dコート

9:00 9:30 女子個人組手1回戦 女子　a1　～　a6 女子　b1　～　b6 女子　c1　～　c6 女子　d1　～　d6

9:35 9:55 女子個人組手2回戦 女子　a7　～　a10 女子　b7　～　b10 女子　c7　～　c10 女子　d7　～　d10

10:00 10:10 女子個人組手3回戦 女子　a11　～　a12 女子　b11　～　b12 女子　c11　～　c12 女子　d11　～　d12

10:20 10:25 女子個人組手4回戦 女子　a13 女子　b13 女子　c13 女子　d13

10:30 11:05 男子個人組手1回戦 男子　a1　～　a7 男子　b1　～　b6 男子　c1　～　c6 男子　d1　～　d6

11:10 11:30 男子個人組手2回戦 男子　a8　～　a11 男子　b7　～　b10 男子　c7　～　c10 男子　d7　～　d10

11:35 11:45 男子個人組手3回戦 男子　a12　～　a13 男子　b11　～　b12 男子　c11　～　c12 男子　d11　～　d12

11:55 12:00 男子個人組手4回戦 男子　a14 男子　b13 男子　c13 男子　d13

12:10 12:50
男子・女子個人形
　予選ラウンド１回目

男子　a1　～　a8 男子　b1　～　b8 女子　c1　～　c8 女子　d1　～　d8

12:55 13:35
男子・女子個人形
　予選ラウンド2回目

男子　a9　～　a16 男子　b9　～　b16 女子　c9　～　c16 女子　d9　～　d16

13:45 14:05
男子・女子個人形
　ランキングラウンド

男子　a17　～　a20 男子　b17　～　b20 女子　c17　～　c20 女子　d17　～　d20

14:15 14:25 男子・女子個人形　3位決定戦 男子　a21 男子　b21 女子　c21 女子　d21

14:30 式典　　選手・審判団入場
　　国歌演奏
　　大会会長挨拶　（公財）全日本空手道連盟　　会長　笹川　　堯
　　来賓挨拶　　来賓紹介

　　天皇盃皇后盃　優勝旗返還　　前年度個人組手優勝者 （男子）崎山　優成 （女子）澤江　優月

　　優勝旗返還　　前年度個人形優勝者 （男子）喜友名　諒 （女子）大野　ひかる
　　祝電披露

15:00 　　選手・審判団退場

15:35 15:44 女子個人組手　準決勝戦 Finalコート　F1 ＮＨＫ　Ｅテレ

15:44 15:53 女子個人組手　準決勝戦 Finalコート　F2 生放送

15:53 16:02 男子個人組手　準決勝戦 Finalコート　F3 １２月１２日（日）

16:02 16:11 男子個人組手　準決勝戦 Finalコート　F4 １５：３０～１７：００

16:15 16:25 女子個人形　決勝戦（※） Finalコート　F5

16:25 16:35 男子個人形　決勝戦（※） Finalコート　F6

16:35 16:45 女子個人組手　決勝戦（※） Finalコート　F7

16:45 16:55 男子個人組手　決勝戦（※） Finalコート　F8

17:05 表彰式
17:40 閉会

（※）は優勝選手インタビュー込み


