
２０２０年度 ジュニア強化選手選考会開催要項 

 
１．開催期日 

    ２０２０年４月１６日（木）「Ｕ－２１男女組手」 
４月１７日（金）「ジュニア男女組手」 
４月１８日（土）「カデット男女組手」 
４月１９日（日）「男女個人形」および「男女団体形※」 

               ※団体形はジュニアカテゴリーのみ実施 
 
【日程】   ８：３０開場 

９：００受付開始・軽量（組手のみ） 
９：３０選考会開始予定 

１７：３０頃終了予定 
※選考会終了した者から随時解散。 

 
２．開催場所 

 日本空手道会館 
  住  所：〒１３５－８５３８ 東京都江東区辰巳１－１－２０ 
  電話番号：０３－５５３４－１９５１ 
  交  通：東京メトロ有楽町線辰巳駅１番出口より徒歩５分 
 
３．選考会参加資格  

 【カデット・ジュニア・Ｕ―２１全カテゴリー共通必須事項】 

１、 2019 年度に引き続き 2020 年度も本連盟の会員登録を継続する意思が 

ある者。 

２、全空連公認段位（初段以上）を取得している者。 

 
Ａ．カデットカテゴリー  
 
１、参加資格 

２０２０年７月１０日の時点で１４歳に年齢が満たしている者で次の（１）

～（７）のいずれかを満たす者。 
 

（１）第 27 回全国中学生空手道選手権大会の個人組手ベスト 8 位までの入賞者 

（２）第 27 回全国中学生空手道選手権大会の個人形ベスト 8 位までの入賞者 

（３）2019 年度ジュニア強化選手のうち、選手強化委員会に推薦された者 

（４）選手強化委員会に推薦された者 

（５）2020 年 7 月 10 日現在、14 歳以上 15 歳以下で、各地区協議会より推薦さ

れた者（各地区協議会は、次表「カデット」に該当する組手各階級および

個人形男女各３名を推薦することができる。なお 2020 年 7 月 10 日現在 15

歳以下の高校 1 年生も推薦することができる。） 

 

 

 

 

 



カテゴリー カデット（2020 年 7 月 10 日現在、14 歳・15 歳の者） 

性別 男子 女子 

組手 

－５２ｋｇ級、－５７ｋｇ級 

－６３ｋｇ級、－７０ｋｇ級 

＋７０ｋｇ級 

－４７ｋｇ級 

－５４ 〃 

＋５４ 〃 

形 個人形 個人形 

 
２、参加申込方法 

①参加資格の(１)～(４)に該当する者 

本連盟が参加意志の有無を確認する。別紙参加回答用紙を全空連宛

に提出のこと。 

    ② 参加資格の(５)に該当する者 

地区協議会経由で申し込みを行うこと。 

 
 
B．ジュニアカテゴリー  
 
１、参加資格 

２０２０年７月１０日の時点で１６歳に年齢が満たしている者で次の（１）

～（１４）のいずれかを満たす者。なお団体形は全員が２０２０年７月１０

日現在１４歳～１７歳のチームであること。 
（１）第 27 回全国中学生空手道選手権大会の個人組手ベスト 8 までの入賞者 

（２）第 27 回全国中学生空手道選手権大会の個人形ベスト 8 までの入賞者 

（３）第 27 回全国中学生空手道選手権大会の団体形３位までの入賞チーム 

（４）第 46 回全国高等学校空手道選手権大会の個人組手 3 位までの入賞者 

（５）第 46 回全国高等学校空手道選手権大会の個人形 3 位までの入賞者 

（６）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の個人組手各階級の優勝者 

（７）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の個人形優勝者 

（８）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の団体組手優勝校より 1 名 

   ※南北分かれている地区は南北別の優勝者、優勝校が該当。 

（９）第 74 回国民体育大会少年の部 4 位までの入賞者 

（１０）2019 年度全日本高校代表選手 

（１１）2019 年度ジュニア強化選手のうち、選手強化委員会に推薦された者 

（１２）選手強化委員会に推薦された者 

（１３）高体連選考会で選出された選手。 

カテゴリー ジュニア（2020 年 7 月 10 日現在、16 歳・17 歳の者） 

性別 男子 女子 

組手 

－５５ｋｇ級、－６１ｋｇ級 

－６８ｋｇ級、－７６ｋｇ級 

＋７６ｋｇ級 

－４８ｋｇ級、－５３ｋｇ級 

－５９ｋｇ級、＋５９ｋｇ級 

形 個人形・団体形 個人形・団体形 



２、参加申込方法 

① 参加資格の(１)～(５)、（９）～（１２）に該当する者 

本連盟が参加意志の有無を確認する。別紙参加回答用紙を全空連宛

に提出のこと。 

② 参加資格の(６)～(８)に該当する者 

高体連経由で申込をすること。 

    ③ 参加資格の(１３)に該当する者 

選考会会場において申込書類を渡すので、選考会終了後必要な書類 

を期日までに全空連に送付すること。 

 

 

Ｃ．U－２１カテゴリー  
 
１、参加資格  

  ２０２０年７月１０日現在１８歳以上２１歳未満で、次の（１）～（１４） 
のいずれかを満たす者。 

 
（１）第 47 回全日本空手道選手権大会の個人戦各種目 5 位までの入賞者 
（２）第 74 回国民体育大会の各種目（軽・中・重・個人形）3 位までの入賞者 
（３）第 74 回国民体育大会少年の部の各種目（個人組手・個人形）4 位までの

入賞者 
（４）第 46 回全国高等学校空手道選手権大会の個人組手 3 位までの入賞者 
（５）第 46 回全国高等学校空手道選手権大会の個人形 3 位までの入賞者 
（６）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の個人組手各階級優勝者 
（７）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の個人形優勝者 
（８）第 39 回全国高等学校空手道選抜大会地区予選の団体組手優勝校より 1 名 

   ※南北分かれている地区は南北別の優勝者、優勝校が該当。 
（９）第 63 回全日本学生空手道選手権大会の個人組手３位までの入賞者 

（１０）第 63 回全日本学生空手道選手権大会の個人形 3 位までの入賞者 
（１１）第 63 回全日本学生空手道選手権大会の組手団体戦 3 位までの入賞チー

ム登録メンバー 
（１２）2019 年度全日本高校代表選手 
（１３）2019 年度強化選手のうち、強化委員会に推薦された者 
（１４）強化委員会に推薦された者 
（１５）各地区協議会、全日本実業団および各協力団体より次表の基準に基づいて

推薦された者（次表参照） 

（１６）高体連選考会で選出された選手 

 

 

 

 

 

 

 



種 目 
地区協議会 

全日本実業団 
協力団体 

男子組手 

－５５ｋｇ級、－６０ｋｇ級、－６７ｋｇ級、

－７５ｋｇ級、－８４ｋｇ級、＋８４ｋｇ級 

各階級２名まで 各階級１名 

女子組手 

－５０ｋｇ級、－５５ｋｇ級、－６１ｋｇ級、

－６８ｋｇ級、＋６８ｋｇ級 

各階級２名まで 各階級１名 

男子個人形 ３名まで １名 

 女子個人形 ３名まで １名 

 

推薦基準 

 

ア）上記（１）～（３）以外の大会で2019年度地区協議会、全日本実業団、協力

団体において優勝、準優勝、もしくはこれに準ずる成績を収めた者。 

イ）地区協、競技団体、協力団体間において重複しないこと。 

 

２、参加申込方法 

①参加資格の (１)～(５)、（１２）～（１４）に該当する者 

本連盟が参加意志の有無を確認する。別紙参加回答用紙を全空連宛

に提出のこと。 

②参加資格の（６）～（８）に該当する者 

 高体連経由で申し込みを行うこと。 

③参加資格の（９）～（１１）に該当する者 

 全日本学生空手道連盟経由で申し込みを行うこと。 

     ④参加資格の(１５)に該当する者 

地区協議会、全日本実業団空手道連盟および協力団体経由で申し込 

みを行うこと。 

⑤参加資格の(１６)に該当する者 

 選考会会場において申込書類を渡すので、選考会終了後必要な書 

類を期日までに全空連に送付すること。 

 

４．選考について 

 

（１）個人形競技 
第１次選考･･･ＷＫＦ認定形 ※２名同時に行う。 
第２次選考･･･第一次選考通過者のみ実施。ＷＫＦ認定形 ※１名づつ行う。 
※第２次選考以降も選考を行う場合がある。演武する形は選考ごとに異 
なるものとする。その後アジア大会代表選考の為、続けて形を行う可能 
性もあります｡ 
 

    



（２）団体形競技 
第１次選考･･･ＷＫＦ認定形  
第２次選考･･･第一次選考通過チームのみ実施。ＷＫＦ認定形（分解も行う） 
※演武する形は選考ごとに異なるものとする。その後アジア大会代表選考 

の為、続けて形を行う可能性もあります｡ 
 
（３）組手競技 
   体重別に試合形式で複数回行ない、カデットは１分３０秒、ジュニアは

２分、U−２１は３分とする。ただし委員長がブザーで合図した時点で終了

とする。競技は全日本空手連盟組手競技規程（最新版）に基づき行う。 
 
（４）免除選手について 

下記に該当する選手は選考会には参加するが、ナショナルチームの選 
考試合は免除する。ただし本選考会で選考された選手と試合を行い「第１９

回アジアカデット、ジュニア＆Ｕ－２１空手道選手権大会」の代表選考を兼

ねて試合を行う。 
  ・「第１８回アジアジュニア＆カデット、Ｕ－２１空手道選手権大会（マレ

ーシア）」のメダリスト（団体形を除く） 
・「第１１回世界ジュニア＆カデット、Ｕ－２１空手道選手権大会（チリ）」

の出場者（団体形を除く） 
・「２０２０年度次世代ターゲットアスリート事業」の対象選手 
・「２０２０年シニアナショナルチーム」の選手 

 
５．締切期日 ２０２０年４月３日（金）必着 

 
６．旅費・宿泊費 自己負担とする。 
 
７．携 帯 品    全空連会員証、健康保険証（コピー不可） 
          組手選手は、安全具を各自で用意すること。 

（マウスピース（無色）、拳サポーター（赤・青）、セーフ

ティーカップ（男子のみ）、チェストガード（女子のみ）、

ボディプロテクター、シンガード、インステップガード） 
※赤・青帯は各自で用意すること。プロテクター類は全空

連検定品またはＷＫＦ認定品を使用すること。高校生は

高体連検定品のシンガード、インステップガードを使用

してもよい。 
８．そ の 他 

（１）新型コロナウイルスの影響により本選考会が中止または延期になる場合 
は、全空連ホームページにてお知らせします。 

（２）新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、日本空手道会館への入

館は参加選手のみとさせていただきます（保護者、指導者ほか同行者の入

館はできません）。また選考会の見学も中止いたします。何卒ご理解・ご

協力をお願いい致します。 
（３）参加選手は本連盟の負担により傷害保険に加入する。 
（４）組手選手は受付時に計量を行う。 



（５）参加選手は、空手衣の胸、腕すべてのマークを消すこと（氏名刺繍は可）。 

（６）選考会は２０２０年内に開催される各国際大会の参加基準にのっとり、 
「カデット」「ジュニア」「Ｕ－２１」の区分で実施いたします。同学年でも、 
 生年月日によっては別のカテゴリーで選考を行う場合がございます。あら 
かじめご了承ください。 

（７）本選考会参加資格は 2020 年度のみのものです。次年度の参加基準とは 
   異なります。 

以上 


