平成３１年度

熊本県高等学校総合体育大会

第５回少林寺拳法競技大会

実施要項
１

大会名

平成３１年度

熊本県高等学校総合体育大会第５回少林寺拳

法競技大会 (兼九州大会・全国高校総合体育大会県予選)
２ 主

催

熊本県高等学校体育連盟

３ 主

管

熊本県高等学校体育連盟少林寺拳法準専門部

４ 後

援

熊本県少林寺拳法連盟

５ 期

日

２０１９年６月１日(土)

６ 会

場

熊本武道館剣道場

７ 競技種目

１０時３０分～

男子団体演武

男子自由組演武（Ⅰ・Ⅱ）

男子自由単独演武

女子団体演武

女子自由組演武（Ⅰ・Ⅱ）

女子自由単独演武
（計６種目）

８ 競技日程

１０：００～１０：３０

受付

１０：３０～１０：４０

開会式

１０：５０～１１：１０

１Ｒ男子自由組演武(Ⅰ)
女子自由組演武(Ⅰ)

１１：１５～１１：３０

２Ｒ男子自由単独演武
女子自由単独演武

１１：３５～１２：０５

３Ｒ男子自由組演武(Ⅱ)
女子自由組演武(Ⅱ)

１２：０５～１２：５０

昼食

１２：５５～１３：０５

４Ｒ男子団体演武
女子団体演武

１３：１０～１３：４０

技術講習

１３：４５～１４：０５

表彰式・閉会式

９ 競技規則
(一財)少林寺拳法連盟制定の大会競技規則及び審判規則に準じて行い、運用については九州
高等学校体育連盟少林寺拳法専門部大会競技規則並びに申し合わせ事項及び(公財）全国高等
学校体育連盟少林寺拳法専門部大会競技規則並びに申し合わせ事項に基づき実施する。
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10 競技方法
(1) 各競技種目とも男女別に競技を行う。
(2) 競技については、次のとおり行う。
単独演武

自由演武

全国総体の大会規則・申し合わせ事項による。

自由演武(Ⅰ) 全国総体の大会規則・申し合わせ事項による。
自由演武

自由演武(Ⅱ)
規定演武

団体演武

自由演武

全国総体の「予選競技Ⅱ」の規定・申し合わせ事項に
よる。公認ボディープロテクターを着用して行う。
全国総体の大会規則・申し合わせ事項による。

11 参加資格
(1) 選手は、学校教育法第 1 条の学校に在籍する生徒であること。但し、休学中、留学中の生
徒は除く。
(2) 選手は、本連盟加盟校の生徒で、当該競技専門部に登録し、当該競技実施要項により参加
の資格を得たもの。
(3) 年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。
ただし、出場回数は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
(4) チームの編成において、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。
(5) 広域通信制高等学校の参加にあたっては、いかのとおりとする。
①

広域通信制高等学校の加盟にあたっては、全国高等学校体育連盟が示す「広域通信制
高等学校本校及び連携校等の都道府県高体連への加盟について(平成２６年５月２０
日全面改定) 」を適用する。

②

大会の参加は原則として、熊本県高等学校体育連盟定時制・通信制総合体育大会とす
る。

③ 運動部活動が教育活動の一環として、日常継続的に顧問教員の指導のもとに適切に行
われており、活動時間帯の運営が適切であること。
④

③に伴い全日制大会参加の特例として、運動部活動が可能な学校に在籍し、かつ日常
的に県内で練習等の活動が行われていること。

(6) 複数校合同チームによる大会参加
ア

再編・統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大会参加を
認める。

イ

少子化に伴う部員不足による複数校合同チームの大会参加は、別途に定める「複数校
合同チームの大会参加規程」に従う。

(7) 転校後６ヶ月未満の生徒の参加は認めない(外国人留学生もこれに準ずる)。ただし一家転
住等のやむを得ない事由による場合は、高体連会長の認可があれば、この限りではない。
(8) 参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
(9) （一般）少林寺拳法連盟の平成３１年度登録済みの者であること。但し、登録とは所属先
の団体登録(更新)・個人登録(更新)をいう。

-2-

その他の事項については、全国高等学校体育連盟規程、九州高等学校体育連盟規程の参

(10)

加資格に準ずる。
(11) 参加資格の特例
ア

上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判
断され、県高体連会長が承認した生徒について、「大会参加資格の別途に定める規程」
に従い、大会参加を認める。

イ

上記(3)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３回限りとする。

【大会参加資格の別途に定める規定】
１ 学校教育法第72条、115条、124条及び134条の学校に在籍し、県高等学校体育連盟の大
会の参加を認められた生徒であること。
２ 以下の条件を具備すること。
(１)

大会参加資格を認める条件

ア

熊本県高等学校体育連盟の活動の目的を理解し、それを尊重すること。

イ

参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、

学齢、修学年限ともに高等学校と一致していること。また、広域通信制連携校の生徒
による混成は認めない。
ウ

各学校にあっては、部活動が教育の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の

指導のもとに適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失す
ることなく、運営が適切であること。
(２)

大会参加に際し守るべき条件

ア

本大会開催基準要項を遵守し、本大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の円

滑な運営に協力すること。
イ

大会参加に際しては、責任ある学校の職員が引率するとともに、万一の事故に備え

て傷害保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。
ウ

大会開催に要する経費については、応分の負担(参加費1人1000円)をすること。

12 参加制限
(1) 各競技種目とも、各校校長から次の基準により参加申込みがあったチームまたは組・個人
であること
(2) 組演武・団体演武とも、同一校に在籍する生徒とし、組演武・単独演武は一人一種目とす
る。ただし、団体演武と組演武、団体演武と単独演武は重複しての出場は可とする。
13 引率・監督
(1) 引率責任者は当該校の教員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学
校教育法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率
を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。
(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スポーツ安全保険
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(傷害、賠償責任保険等)に必ず加入することを条件とする。
14 個人情報の取扱い
本大会の参加申込書等によって取得した個人情報の取扱いについては、「熊本県高等学校体
育連盟個人情報保護方針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもつて、これらの取
扱いに関して参加者生徒及びその保護者の承諾を得たものとして対応する。
（１） 参加申込書に記載された個人情報の取扱い
ア

大会プログラムヘ掲載する

イ

競技場内でのアナウンス等による照会・コールすることがある

ウ

競技場内外の掲示板等に掲示されることがある

（２） 競技結果(記録)等の取扱い
ア

熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある

イ

大会報告書、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲
載することがある

ウ
15

報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある

参加申込

(1) 申込書類
ア

参加申込書

イ 電子データ
(2) 申込方法
ア 参加校の申込責任者は、熊本県高体連のホームページより申込書をダウンロードし、
必要事項を入力したものを２部作成・印刷し、それぞれに学校長印を押印し、１部は控え
とし、１部は下記(3)の専門委員長に提出する。なお、参加申込提出の際に、参加料を同時
に提出する。
イ 入力済み電子データファイルを、下記(3)の専門委員長に電子メールで送信する。
(3) 申込先
〒８６９－１２３３

菊池郡大津町大津１３４０

熊本県立大津高等学校内

熊本県高等学校体育連盟少林寺拳法準専門部
委員長

出口

利博

TEL ０９６－２９３－２７５１
メールアドレス

FAX

０９６－２９２－１８５０

deguchi-t-ny@mail.bears.ed.jp

(4) 申込期限
２０１９年５月８日(水)必着
16

参加料

(1) 加盟校
(2) 非加盟校

500 円×エントリー人数
1,000 円×エントリー人数

(3) 納入方法
ア

各学校毎にとりまとめ、加盟校及び非加盟校ともに参加申し込みと同時に下記の指定口
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座に振り込むこと。
イ

振込先
※ゆうちょ銀行口座から振り込む場合
ゆうちょ銀行

記号 17100
番号 18259651

名義

くまもとけん こうたいれん しょうりんじ けんぽうせ ん も ん ぶ

熊本県高体連少林寺拳法専門部

※他金融機関から振り込む場合は、次の内容を指定すること。
ゆうちょ銀行

店名七一八（ﾅﾅｲﾁﾊﾁ）
店番 718

名義

普通預金

1825965

くまもとけん こうたいれん しょうりんじ けんぽうせ ん も ん ぶ

熊本県高体連少林寺拳法専門部

(4) 参加取消に伴う納入金の取り扱い
ア

参加申込期限日までの取消については返金する。ただし、振込手数料を差し引いた額と
する。

イ
17

参加申込期限日後の取消については、返金しない。

表

彰

(1) 団体演武(男子・女子)
ア 第１位のみ賞状を授与する。
イ 第１位は九州大会・全国総体の熊本県代表とする。
(2) 組演武(男子・女子)
ア

第１位から第４位に賞状を授与する。

イ

第１位と第２位を九州大会・全国総体の熊本県代表とする。第３位と第４位は九州大会
のみの熊本県代表とする。

(3) 単独演武(男子・女子)
ア

第１位から第４位に賞状を授与する。

イ

第１位と第２位を九州大会・全国総体の熊本県代表とする。第３位と第４位は九州大会
のみの熊本県代表とする。

(4) 男女別に単独演武と組演武の各１位～４位には、それぞれ４点～１点の得点を与える。団
体演武も男女別に各１位～３位に５点～３点の得点を与え、男女別に総合得点の最も高い
学校に、総合優勝校としてそれぞれ優勝旗を授与する。同点の場合は、団体演武にエント
リーした学校を優先し、複数校ある場合はその順位で決定する。
18

19

諸会議日程
大会運営会議

６月１日(土)９：３０～９：４０

会場本部席

審判員会議

６月１日(土)９：４０～９：５０

会場審判控え席

その他連絡事項

(1) 参加上.の注意
ア 選手は必ず、背中にゼッケン（Ａ４サイズ程度。上段に校名、下段に名字を記載）を
付けること。
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イ 参加選手は、熊本県スポーツ災害見舞金、またはスポーツ傷害保険に加入しているこ
とが望ましい。
ウ

競技中に生じた疾病、傷害は主催者(主管専門部)で応急手当等を行うが、その後の責
任は負わない。参加者は健康保険証を持参すること。

エ 全選手は、開会式・閉会式に道衣に着替えて原則参加する。
オ

選手は必ず、引率責任者に引率され、引率責任者は選手のすべての行動に対して責任
を持つこと。

平成３１年度

熊本県高等学校総合体育大会

第５回少林寺拳法競技大会

申し合わせ事項
１ 競技方法･競技規定について
（１）

「団体演武」について
ア

選手は８名まで登録ができ、競技出場は６名とする。なお、選手の変更について
は、登録されている者の範囲とする。

イ

演武時間は、１分３０秒以上２分以内とする。これ以外の時間は減点の対象とな
り、３分間を経過した場合は失格とする。
団体演武においては、正面合掌礼により開始し、正面合掌礼にて終了するものと
する。

ウ

演武構成は６構成とする。なお、１・６の構成については、規定の単独演武を行
い、２・３・４・５の構成については、相対演武とする。単演基本法形及び技につ
いては、演武を行う者の最高武階の最終科目内の技を使用した演武とする。
ただし、演武者が「見習い・６級・５級・４級」の場合は、３級科目までの、「３
級・２級･１級」の場合は、初段科目までの技が使用できる。
１・６構成の単独演武(規定)は基本に準じ、攻技・防技に関して変化・省略など
はしないこと。攻技・防技に関して変化・省略など行った場合は失格とする。
また、単独演武基本法形を行う場合は、一方向で一構成とする。
なお、減点対象の事象が発生した場合は、それぞれに応じた減点を行う。
※１・６の構成について(規定内の単演基本形について)
【少林寺拳法競技規則

第４章

天地拳第１系～第６系
龍の形(逆小手)

第７条

団体演武

紅卍拳

義和拳第１・２系

第５項に基づき】
龍王拳第１・３系

白蓮拳第１系

※規定内の単演基本法形以外を行った場合は失格とする。
（２）

「自由組演武」について
ア

組演武は二人相対とし、三人掛けは認めない。

イ

選手の変更は認めない。

ウ

競技は、Ⅰ(自由組演武)とⅡ(防具着用の規定演武)の二種類を行い、
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二種類の演武の合計点で順位を決める。
エ

自由組演武Ⅰの演武時間は、１分３０秒以上２分以内とする。これ以外の時間は減
点の対象となり、３分を経過した場合は失格とする。Ⅱでは時間の規定を設けない。
組演武においては、相対合掌礼により開始し、相対合掌礼にて終了するものとす
る。但し、自由組演武Ⅱ(防具着用の規定演武)については、時間制限は設けない。

オ

自由組演武Ⅱ(防具着用の規定演武)の演武内容は、「規定演武」を行う。この「規
定演武」については、次に示す要領とする。
①

演武内容は、指定する「技」を行う。
※

公認のボディプロテクター(二重構造の胴)を装着すること。なお、防具につ
いては正常なものを使用し、欠陥や故障状態にあるものを装着しての出場は認め
ない。

※

演武は、指定された技を指定した順に行う(双方は行わない)。なお、行い方
は昇格考試と同様に、どちらかが「１・３・５」を行い、どちらかが「２・４・
６」を行う。

②

カ

自由組演武Ⅱ(防具着用の規定演武)については、次の規定を設ける。
ａ

指定以外の技を行った場合は失格とする。

ｂ

指定技の順序が違った場合は失格とする。

ｃ

指定された以外の連反攻を行った場合は、総合点より１０点の減点を行う。

自由組演武Ⅰの演武構成は６構成とする。また、各技については、守者側の競技
者が有する武階の最終科目内(資格内)の技を使用して、自由構成する。
ただし、演武者が「見習い・６級・５級・４級」の場合は、３級科目までの、「３
級・２級･１級」の場合は、初段科目までの技が使用できる。

※自由組演武Ⅱ(防具着用の規定演武)の規定科目（各構成とも、攻者・守者の構えに
ついて、左右の限定はしない。少林寺拳法ボディプロテクターを着用する）
科目名

資格：拳系

選手Ａ

選手Ｂ

１ 突天一

３級：天王拳

攻者

守者

２ 切抜（外）

４級：龍王拳

守者

攻者

３ 半転身蹴

２級：三合拳

攻者

守者

４ 内受蹴(表)

３級：仁王拳

守者

攻者

５ 片手送小手

４級：龍華拳

攻者

守者

６ 外押受突

３級：仁王拳

守者

攻者

１構成目

突天一

開構え

攻者：中段構えより上段順突、中段逆突の二連攻。
※スピードを強調し過ぎ、肩腰の入っていない二連攻では加点しない。ただし、
肩腰の入りを強調するあまり、突の間が不自然に間延びするのは同じく加
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点しない。
※相手の蹴反撃をわざと当てるような動きは加点しない。
守者：一字構えより上受、同時受、引き身を行い、中段順蹴で反撃。
※反撃は直蹴とする。
※受け、反撃のタイミングがよく、蹴り返しを相手に当てる。
ア、攻者の踏み込み(適切な間合い)
イ、二連攻(順突・逆突)の肩腰の入り
ウ、後ろ千鳥からの上受、同時受並びに体捌きと体軸の安定
エ、蹴(体軸の安定)の極め
２構成目

切抜（外）

開構え

攻者：中段構えより、順手で相手の順手を握り捕り、引く。
守者：中段構えより、手首を誘う。差し替えながら鈎手守法、当身を行い、抜き、中段逆
突。
※攻撃箇所を誘う際に、大げさな誘いをしない。
※動きを強調しようとし過ぎ、残心が長すぎるものや、動きが止まっているよう
なものは加点しない。
※鈎手の後の当身については方法を問わない。
※払いについては有無を問わない。
ア、攻者がしっかりと引く動作をしている。
イ、守者が後ろ足を差し替えて、十分な鈎手になっている
ウ、理にかなった抜きを行い、そのまま中段逆突につなげる
エ、逆突の肩腰の入り(後足･膝の絞り)と極め
３構成目

半転身蹴

開構え

攻者：一字構えより、中段逆蹴
守者：中段構えより、半転身、打落受、中段順蹴
※打落受の握拳、開手は問わない。
ア、攻者の踏み込み(適切な間合い)
イ、適切な間合いになる半転身
ウ、蹴のタイミングと反撃効果のある間合い
エ、蹴(体軸の安定)の極め
４構成目

内受蹴(表)

開構え

攻者：中段構えより、上段逆突
守者：一字構えより、順手で内受、順足で足刀蹴
※足刀蹴の形を正しく行う。
ア、攻者の踏み込み(適切な間合い)
イ、相手の攻撃線をかわし、内受を行う
ウ、蹴のタイミングと反撃効果のある間合い
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エ、蹴(体軸の安定)の極め
５構成目

片手送小手

開構え

攻者：中段構えより順手を掴み、引く、もしくは捻じる
守者：中段構えより鈎手守法、当身、体捌きを行いながら送小手を行う。
※鈎手の後の当身については、方法を問わない。
※払いについては、有無を問わない。
※極めの当身については、方法を問わない。
※固めについては、有無を問わない。
ア、攻者が正しく攻撃している(引くもしくは捻じる)
イ、十分な鈎手になっている(当身の有無、方法は自由)
ウ、適切な足捌きと掛手
エ、送小手の体勢（体軸がぶれず、体と手の位置が適切）と当身(当身の方法は自由)
６構成目

外押受突

対構え

攻者：中段構えより逆拳を平拳にして、上段横振突
守者：一字構えより、体を入れて開き押受、中段突、熊手突
※熊手突の形を正しく行う。
ア、攻者の踏み込み(適切な間合い)
イ、攻者の振突の肩腰の入り
ウ、差替入身と中段突のタイミングと腰の入り（差し替え足に重心をしっかりのせる）
エ、間合いを詰めて（少し相手に寄って）熊手突と、その肩腰の入り(後足・膝の絞り)
と極め
（３）

「自由単独演武」について
ア

選手の変更は認めない。

イ

演武時間は、１分以上から１分１５秒以内とする。これ以外の時間は減点の対象
となり、２分間を経過した場合は失格とする。単独演武においては、正面合掌礼によ
り開始し、正面合掌礼にて終了するものとする。

ウ

演武構成は６構成とする。また技については競技者の有する武階の最終科目内(資
格内)の技を使用して演武するものとする。
ただし、演武者が「見習い・６級・５級・４級」の場合は、３級科目までの、「３
級・２級･１級」の場合は、初段科目までの技が使用できる。

エ

単独演武で、単独基本法形を行う場合は基本に準じ、攻技・防技・に関して変化
・省略などはしないこと。もし行った場合は総合点より１０点減点する。
また、単独演武基本法形を行う場合は、一方向で一構成とする。

（４）

「規定単独演武」について
ア

規定単独演武は、４級までの者のみ出場できる。規定科目は、下記の技をそれぞ
れの構成の最初に入れて順序どおり演武を行う。
１．天地拳第一系

２．十字受蹴

３．打上突（裏・表）

４．片手寄抜

５．天地拳第三系

６．天地拳第四系
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イ 演武時間は、１分以上から１分１５秒以内とする。これ以外の時間は
減点の対象となり、２分間を経過した場合は失格とする。単独演武におい
ては、正面合掌礼により開始し、正面合掌礼にて終了するものとする。
ウ
（５）

規定単独演武は規定どおり実施されなかった場合は失格とする。

「規定組演武」について
ア

規定組演武については、４級までの者のみ出場できる。下記の技をそれ
ぞれの構成の最初に入れて順序どおり演武を行う。連反攻については自由とする
が、３級科目までの技が使用できるものとする。

１． 外押受突 ２．片手寄抜 ３．逆小手（固めは前指固、裏固のどちらを行っ
てもよい）

４．上受蹴（表・裏のどちらを行ってもよい）

５．下受順蹴

６．片手送小手
イ

演武時間は、１分３０秒以上２分以内とする。これ以外の時間は減点の対象となり、
３分を経過した場合は失格とする。

ウ

規定組演武は規定どおり実施されなかった場合は失格とする。

２ 選手の服装等について
選手の服装･身だしなみについては少林寺拳法競技規則を遵守するものとするが、特に下記
の事項について守ること。
① 頭髪においては、極端な長髪は避け、端正な髪型とする。
② 男女とも、頭髪の加工(染髪・パーマ等）は一切行わないこと。頭髪(後髪)についてはゼッ
ケンにかからない、髪は目に入らないようにすること。なお、女子の髪留めについては、
金属・プラスティック製髪留め具やリボンなどの使用は禁止とし、黒または紺色のゴム製
髪留め具を後髪のみで使用すること。
③ ゼッケンは、道衣背部の上部縫い目に沿う形で、ゼッケンの上辺が来る状態にて、上下
左右の辺全てを縫い付けること。
④ 競技出場中については、眼鏡・コンタクトレンズ(ハードタイプ)の使用は禁止する。
⑤ 原則としてサポーター等の装具の使用は不可とする。
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