
種目数と選手数
●種目数と選手数、組手の階級

●選手の出場条件

男子形

10 名
①

10 名
②

女子形

-67kg 級
10 名

③

-55kg 級
10 名

⑥

+75kg 級
10 名

⑤

+61kg 級
10 名

⑧

-75kg 級
10 名

④

-61kg 級
10 名

⑦

男子組手 女子組手

-60kg級 -50kg級

WKF 階級 WKF 階級オリンピック階級 オリンピック階級

-75kg級 -61kg級

+84kg級 +68kg級

-67kg級 -55kg級

-84kg級 -68kg級

統合 統合

統合 統合

　2020 東京オリンピックの空手競技は、右図
の①〜⑧の８種目で行われます。1 種目 10 人
で競われます。世界中で 10 人という狭き門で
すから１種目には 1 国 1 人しか選ばれません。
　その選考方法は、次の５段階に分けて行われ
ます。詳細は、２〜３ページで説明します。
１）オリンピック・スタンディングによる選考
２）予選大会による選考
３）開催国枠
４）大陸代表枠
５）三者委員会招待枠

１）WKF 加盟 NF の会員であること
２）形：2004 年 5/8 以前に生まれた者
　　組手：2002 年 5/8 以前に生まれた者
３） 2020 年 4/6 時点で、WKF 世界ランキン

グ 50 位以上の者。ただし予選大会、大陸
代表枠の一部はこの限りではない。

空手 2020 東京オリンピック出場選手選考
2018年５月現在

2020 東京オリンピック 空手
空手開催：2020年 8月6日〜８日（予定）

会場は日本武道館！

2018 年７月

予選スタート！

※ 組手競技は、WKF の公式大会では、男女共に５階級に分かれていますが、オリンピックは３階級
で競います。上図の組手の部分は WKF の５階級とオリンピックの３階級の関連を示しています。
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５段階の予選方法
●第１段階　オリンピック・スタンディング（オリンピック選考用ランキング）による選考

順位 名前 国 ポイント

1 A選手 日本 2,500

2 B選手 ブラジル 2,300

3 C選手 日本 2,000

4 E選手 フランス 1,900

5 F選手 チリ 1,900

6 D選手 トルコ 1,900

7 G選手 エジプト 1,300

… … … …

スタンディング
男子 -75kg級

表１

（１）WKF 階級と、オリンピック階級が同じ場合
　１ページの図のうち「男・女形①②」「男子組手 -75kg 級④」「女子組手 -61kg 級⑦」
の 4 種目は、WKF の世界ランキング上位４名が選ばれます。
　表１は男子個人組手 -75kg 級の例です。１つの国から１種目１名しか出られないの
で、４位以内に同じ国の選手がいたら、順位の高い方が選ばれます。したがって、日本（A
選手）・ブラジル・フランス・チリの４名が選ばれます。
　

（２）階級が統合されている場合
　残り 4 種目（１ページの③⑤⑥⑧）は、WKF の２階
級を統合して選出するため、WKF の２階級それぞれの
世界ランキング上位２名が選ばれます。
　⑥の女子組手 -55kg 級を例に見てみましょう。この
階級は WKF の -50kg 級と -55kg 級が統合されていま
すので、WKF のそれぞれの階級から２名づつが選ばれ
ます。
　また表２・表３の例では、２位以内に日本人が２名い
ます。この場合、１位の選手が優先されます。したがっ
て、H 選手（日本）、I 選手（ドイツ）、O 選手（スペイ
ン）、Q 選手（ベルギー）の出場が決定となります。仮
に -50kg 級の H 選手も -55kg 級の P 選手も１位だっ
た場合は、ポイントが多い P 選手の方がオリンピックに
出場することになります。

●第２段階　予選大会による選考
　2020 年５月８日〜 10 日に予選大会を開催し、１・２・
３位に入賞した選手（計３名）がオリンピックに出場で
きます。
　予選大会はオリンピック階級の８種目で行ない、１つ
の国から各種目に１名ずつエントリーできますが、第１
段階で選手が選ばれている階級にはエントリーできませ
ん。なお予選大会に限っては、WKF 世界ランキング 50
位以内に入っていなくても出場が可能です。
　競技はトーナメントで、３位決定戦を行ないます（銅
メダルは１個だけ）。

〈表１　男子個人組手 -75kg級の例〉
※日本・ブラジル・フランス・チリの国の選手は、第１段階で

すでに選ばれているのでこの階級にエントリーできない。

期日　2020 年５月 8 日〜 10 日
場所　フランス・パリ

１位　オーストリア

３位　クロアチア
２位　チュニジア

※３位決定戦

2020 年４月６日時点のランキング

WKF世界ランキング
女子 -50kg級

順位 名前 国 ポイント

1 H選手 日本 3,000

2 I選手 ドイツ 2,800

3 J選手 イラン 2,600

4 K選手 カナダ 2,250

5 L選手 モロッコ 2,200

6 M選手 ベトナム 2,000

7 N選手 ペルー 1,950

… … … …

表２
WKF世界ランキング
女子 -55kg級

順位 名前 国 ポイント

1 O選手 スペイン 3,800

2 P選手 日本 3,300

3 Q選手 ベルギー 2,500

4 R選手 メキシコ 1,900

5 S選手 イタリア 1,700

6 T選手 ロシア 1,500

7 U選手 タイ 1,300

… … … …

表３

オリンピックの男子個人組手
-75kg級に出場決定。

オリンピックの女子個人組手
-55kg級に出場決定。

オリンピック・スタンディングは、WKF の世界ランキングの順位を基に決められます。
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●第３段階　開催国枠

●第４段階　大陸代表枠 ●第５段階　三者委員会招待枠

第１段階

日本

ブラジル

フランス

チリ

第２段階

オーストリア

チュニジア

クロアチア

（未決定）

（未決定）

（未決定）

第１段階

アゼルバイジャン

ウズベキスタン

ボスニア

ベラルーシ

第２段階

ニュージーランド

ヨルダン

ベネズエラ

第３段階 日本

（未決定）

（未決定）

男子 -75kg級 男子 -67kg級　第１段階、第２段階が終わった時点で開催国＝日本の選
手がいない階級には、日本の選手の中でオリンピック・ス
タンディングがもっとも高い者が選ばれ、オリンピックに
出場できます。
　もちろん、出場の大前提として WKF 世界ランキング 50
位以上になっていなければなりません。
　第３段階があることによって、日本人は全種目でオリン
ピックに出場できる可能性が高いということになります。
これは嬉しい！！

　第４段階では、各大陸空手連盟から２〜３名が指名されま
す。

　第５段階は、IOC・国内オリンピック委員会連合（ANOC）・
オリンピック夏季大会競技団体連合（ASOIF）の三者が、男
子２名・女子２名を指名します。後進国のアスリートを支援
する制度で、リオ・オリンピックの難民選手団のようなイメー
ジです。

第１段階・第２段階で
日本人が選ばれた場合…

第１段階・第２段階で
日本人が選ばれていな
い場合…

開催国枠で
選ばれる！

第３段階
該当者なし

●とにかくランキングが大切
　2018 年７月２日から予選期間が始まり、WKF 公式大会で
の獲得ポイントがランキングを左右します。そして、2020
年４月６日のスタンディング発表からの数ヶ月間、次々と出
場者が決まっていきます。
　日本チーム全体としても、どの階級においても選手を育成
し、WKF 世界ランキング上位（少なくとも 50 位以上）に留
まり続けることが重要になります。

2020 年６月 17 日

2020 年６月 17 日 2020 年６月 17 日 

そして…… 東京オリンピック開幕！（2020 年７月 24 日〜８月９日）
空手開催日は８月６〜８日（予定）。会場は日本武道館！

　また、いったん選ばれた選手がケガで出場を辞退した場合、
ほとんどのケースでオリンピック・スタンディングが高い者
を繰り上げ合格になるため、この点からも WKF 世界ランキ
ングが重要です。
　日本代表選手は、ポイントを勝ち取るために海外遠征が増
えています。タフな闘いを経て、ぜひとも 2020 東京オリン
ピック出場を勝ち取り、そして、金メダルを勝ち取って欲し
いですね！

まとめ

2020 東京オリンピック出場選手選考
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月 期日、大会名

７月 11〜15日　第15回アジア空手道選手権大会　（ヨルダン・アンマン）

９月 14〜 16日　プレミアリーグ第６戦（ドイツ・ベルリン）

21〜23日　シリーズA（チリ・サンディアゴ）

10月 12〜14日　プレミアリーグ最終戦（日本・東京武道館）

11月 8〜11日　第24回世界空手道選手権大会　（スペイン・マドリード）

12月 8〜 9日　シリーズA（中国・上海）

● WKF ランキング　ポイント対象大会

● 2018 年開催の、ポイント対象大会スケジュール

選考ポイント対象大会スケジュール

　　WKF 世界空手道選手権大会（2018 年開催）
　　各大陸選手権大会（隔年または毎年開催）
　　WKF KARATE1 プレミアリーグ（世界中で年間複数回開催）
　　WKF KARATE1 シリーズＡ（世界中で年間複数回開催）

世界一決定戦！
東京五輪予選の
最重要ファクター

メダル獲得で、
11月の世界選手権

代表へ！

2020五輪予選
国内初開催！

東京オリンピックの空手を成功させよう！

2018 年７月２日から、2020 東京オリンピック予選期間が始まります。


