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 9:30　開場／選手受付

10:30　開会式

11:10　組手競技開始

12:45　組手競技終了

13:10　閉会式

13:30 大会終了
※進行状況により変動することがあります。

7/24（土）

Schedule
大会日程

Contents
目次

03　大会スケジュール／試合場案内

04　挨拶／松井章奎館長

05　大会役員紹介

06　I.K.O.セミコンタクトルール 有効技・反則技 

08　I.K.O.セミコンタクトルール　試合規則／審判動作基準　

09　I.K.O.セミコンタクトルール2021全国交流大会

　　試合規定／防具規定

10　トーナメント組み合わせ

12　会員制度推進本部からのお知らせ

13　国際空手道連盟 極真会館 全国道場案内

　　総本部・本部直轄道場・地区本部・全国支部のご案内

I.K.O.セミコンタクトルール2021全国交流大会
パンフレット
発行日／2021年7月24日
発行所／国際空手道連盟 極真会館（I.K.O.）
編　集／国際空手道連盟 極真会館 大会事務局
写　真／ワールド空手・極真フォトライブラリー

本部席

第1コート第2コート

試合場案内

7/24（土）

【組手競技】

8歳男子（小学3年生）
9歳男子（小学4年生）
10歳男子－35kg級（小学5年生）
10歳男子＋35kg級（小学5年生）
11歳男子－40kg級（小学6年生）
11歳男子＋40kg級（小学6年生）

【組手競技】

12歳男子（中学1年生）
13歳14歳男子－55kg級（中学2・3年生）
12歳～14歳女子－45kg級（中学1年～ 3年生）
15歳男子（高校1年生）
16歳17歳男子－75kg級（高校2・3年生）
45歳～ 49歳男子
50歳以上男子－70kg級
50歳以上男子＋70kg級
35歳以上女子
18歳～ 34歳男子－70kg級
18歳～ 34歳男子＋70kg級



　この度、皆様方の温かい御支援を賜り、
「I.K.O.セミコンタクトルール２０２１全国交流
大会」をここに開催出来ますことを心より感
謝申し上げます。
　まず昨年から世界中に感染が拡大した新
型コロナウイルスによって亡くなられた全ての
方々に哀悼の意を表すとともに、現在治療
中の皆様の一日も早い回復を心からお祈りい
たします。また、感染者の治療や感染拡大
防止に御尽力されている医療従事者の方々
や関係各位には心からの敬意と感謝を申し
上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
２０２０年７月に開催するはずだった東京オリ
ンピックが１年延期され、極真会館も昨年春
以降のほとんどの大会や恒例行事が中止ま
たは延期となりました。この「I.K.O.セミコン
タクトルール全国交流大会」も昨年は中止を
余儀なくされましたが、政府・自治体から示
された社会活動の再開やイベント実施に向
けた感染防止対策のガイドラインに沿いなが
ら感染予防に最大限の配慮をした上で、今
回ようやく２年ぶりに開催することとなりました。
また、昨今の感染状況を踏まえ、今大会が
無観客での開催となりましたこと、何卒、御
理解と御協力のほど宜しくお願い申し上げま
す。
　さて、この「I.K.O.セミコンタクトルール」は、
２０１６年より実施しているフルコンタクトルール

の組手競技におけるルール改定を一つのきっ
かけにして、顔面への突きに対する意識な
ど従来のルールでは技術的に疎かになりがち
な部分を補完する目的で新たに考案されまし
た。その柱となるのはフルコンタクトと同じく
「実戦性」「安全性」「競技性」の３つとな
りますが、セミコンタクトでは特に青少年を中
心とした選手の健康面を考慮し、防具を着
用するなど安全性を十分に確保した上で、
「間合い」「スピード」「技の正確性」など
空手本来の技術が正しく身に付くという効果
とともに、オリンピック競技で採用されるWKF
（世界空手連盟）ルールとの互換性や親和
性を持つことも考えられ、今後の斯界の交流
と発展に大きく寄与するものと期待しておりま
す。
　セミコンタクトルール競技会は、２０１８年の
第１回全国交流大会を皮切りに、翌２０１９年
に第２回全国交流大会と国際交流大会が開
催され、昨年のコロナ禍を経て今大会が全
国規模としては４度目になります。出場選手
も青少年、一般、女子、壮年といった様々
な年代層のカテゴリーに分かれて試合が行
われ、これまでのフルコンタクトルールの競技
以上にスピード感が増し、緊張感あふれる
攻防が予想されます。出場する選手の皆さ
んは新たな競技を自ら創り上げるという高い
意識でこの競技に前向きに取り組んでいただ
きたいと思います。
　また、コロナ禍によって日常の道場稽古が
十分に行えない時期が長く続き、各人の行
動や他人との交流を制限されるという不自由
な生活を送られた時期を経て行われる大会
ですから、出場する選手の皆さんは感染防
止に注意を払いながら、自身の力を存分に
発揮し、競技を通じて多くの刺激を得てプラ
スに転化させてほしいと願っております。
　日本の伝統的な武道である「空手道」は
東京オリンピックの追加競技に採用されて以
来、スポーツ界のみならず社会的にも関心
や注目を集め、メダル獲得へ大きな期待が
寄せられています。空手道のオリンピック参
加を長期に渡り推進してこられた公益財団
法人 全日本空手道連盟に敬意を表し、８月
５日より行われる予定の空手競技では日本を
はじめ各国の代表選手が活躍する姿を大い
に期待したいと思っています。
　また別の視点から見れば、「武道」や「空
手道」の本質は、メダル獲得だけに止まらず、

今回のコロナ禍のような困難な状況にあって
も、自分自身を見失うことなく、少しでも状況
を改善し前に進むよう高い意識を持ち行動
することが、我々武道を修行する者の在るべ
き姿ではないかと思います。その意味でいえ
ば、武道団体である極真会館の社会におけ
る役割は決して小さいものではないという思
いとともに、今まで以上に社会に有用たる団
体でなければいけないと身の引き締まる思い
で日々 の活動に取り組んでおります。
　国際空手道連盟 極真会館は、創始者・
大山倍達が教示した「頭は低く、目は高く、
口を慎んで心広く、孝を原点として他を益す
る」という極真精神をその理念とし、２０１１
年『極真会館・命知元年』で示した「世
界平和を目指し、武道空手道の普及による
社会体育活動を通じて、社会に有用たる人
材の育成に努める」という団体活動目的と
「最強求道の志・相互互恵の志・永続繁栄
の志」という３つの団体活動指針を基盤に
する武道団体です。
　日々稽古に精進する中で『最強』『一撃
必殺』といった武術の理想を追求すると同
時に、このような各種大会を開催するなど社
会体育活動に積極的に取り組み、空手道の
普及を通じて、「心・技・体」ともに健全な
若者、健全な青少年の育成、国際交流や
社会福祉を推進し、「武道を通じて社会に
貢献する」という信念の下、今後も様々な
活動に邁進していく所存でおります。
　また、７月に発生した静岡県熱海地区をは
じめとする各地の豪雨災害や土砂災害によ
り亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し
上げるとともに、被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。
　極真会館では２０１１年３月の東日本大震
災以降、国内のすべての大会や行事を震
災や台風・豪雨災害等の義援金チャリティ
ー大会として開催しております。被災された
各地の復興を願い、今後も継続的にチャリテ
ィー活動を行ってまいりますので、皆様方に
は引き続き御理解と御協力を賜わりますよう宜
しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、本大会開催にあたり
多大なる御支援、御協力、御尽力を賜りま
した全ての皆様方に敬意を表し、衷心より感
謝を申し上げ、私の挨拶に代えさせていただ
きます。
　本日は誠にありがとうございました。

◎大会ご挨拶

　 日本赤十字社 災害義援金チャリティー
I.K.O.セミコンタクトルール2021全国交流大会
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GREETINGS

国際空手道連盟 極真会館 館長
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試合の主な有効技

I.K.O.セミコンタクトルール／I.K.O.｠SEMI-CONTACT RULE

5歳～8歳のクラスの蹴り技の有効技・主な反則技I.K.O.セミコンタクトルール　Rule for 5-8 yrs old categories

正拳中段直突き
Middle Fore-Fist Thrust

上段外廻し蹴り
Upper Outside roundhouse Kick

中段廻し蹴り
Middle Roundhouse Kick

中段後ろ蹴り
Middle Back Kick

正拳上段直突き（寸止め）
Upper Fore-Fist Thrust（Non-Contact）

上段廻し蹴り
Upper Roundhouse Kick

中段前蹴り
Middle Front Kick

上段内廻し蹴り
Upper Inside Roundhouse Kick

上段掛け蹴り
上段後ろ廻し蹴り

Upper Spinning Back or Hook Kick

中段横蹴り
Middle Side Kick

FREQUENTLY USED TECHNIQUES

有効技での転倒から残心
Downing an opponent

by effective technique and Zanshin

上段外廻し蹴り
Upper Outside roundhouse Kick

中段廻し蹴り
Middle Roundhouse Kick

中段後ろ蹴り
Middle Back Kick

有効技で転倒した相手へ突きから残心
Downing an opponent by effective technique, 

Fore-Fist Thrust and Zanshin

上段廻し蹴り
Upper Roundhouse Kick

中段前蹴り
Middle Front Kick

上段内廻し蹴り
Upper Inside Roundhouse Kick

上段掛け蹴り
上段後ろ廻し蹴り

Upper Spinning Back or Hook Kick

中段横蹴り
Middle Side Kick
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写真で説明している
「有効技」と「反則技」は、
あくまでも主な例であり、
ここにある技が
すべてではありません。
These techniques and 
fouls are only examples.
監修／磯部清次（大会審判長）
演武／安島喬平（茨城中央支部長）
　　　竹岡拓哉（神奈川大和支部長）

◎有効・反則技について

試合の主な反則技

I.K.O.セミコンタクトルール／I.K.O.｠SEMI-CONTACT RULE

手技による顔面・首・喉への打撃
（上段突きは寸止めのみ有効）

Hand Strike to the Face, Neck or Throat. 
(Only Non-Contact is allowed)

肘打ち
Elbow Strike

膝蹴り
Knee Kick

下段（下肢）への全ての攻撃
Low Roundhouse Kick

前面からの直線的な上段蹴り（上段前蹴り・上段横蹴り・上段後ろ蹴り・踵落とし等）
Upper Straight Kick such as Front, Side, Back or Axe Kick

直突き以外の突き
（下突き・カギ突き・振り打ち等）

Any Hand Strike except Fore-Fist Thrust
 (Hook & Upper Cut are not allowed)

捨て身技（胴廻し回転蹴り等）
Drop Kick

3本以上の突きの連打
Combination of Three Fore-Fist Thrust or more

FOUL TECHNIQUES

足掛け・足払い
Foot Sweep

金的蹴り
Groin Kick

頭突き
Head Butting

背骨（脊髄・脊柱）への直接攻撃
Striking the Spine

掛け
Hooking an opponent’s body parts

掴み
Grabbing an opponent’s body parts

投げ
Throwing an opponent

倒れた相手への攻撃
Attacking a downed opponent

抱え＆抱え込み
Holding an opponent’s body parts such as leg
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I.K.O. セミコンタクトルール2021 全国交流大会

［注意事項］
男女共、空手着の下に白無地Tシャツを着用すること
防具類は各自が用意して使用すること
・ヘッドガードの貸し出しは行いません。指定品を各自用意してください。
　指定品…イサミ製CKW－10、TT－25、TN-10
・女子は胴プロテクターの下にチェストガード（公認品）を装着
・高校生以上の拳サポーターも小学生・中学生が使用している公認品となる

［組手表彰］
８名以上のクラスは優勝・準優勝・３位（２名）の４名。４名～７名のクラスは優勝・準優勝の２名。３名のクラスは優勝者１名のみ。

各部門（学年） 幼年～中学生
年齢規定 満8歳～14歳（2021年4月1日時点の年齢）
階級区分 8歳・9歳男子体重無差別

10歳男子－35㎏／＋35㎏
11歳男子－40㎏／＋40㎏
12歳男子体重無差別
13歳14歳男子－55㎏
12歳～14歳女子－45㎏

試合時間 本戦1分30秒
３位の決定 ３位２名同列

部門 8歳～17歳男子
ヘッドガード 指定品
胴プロテクター 公認品
ファウルカップ 既製品
拳 公認品
ヒザ ―
スネ 公認品
チェストガード ―
下腹部ガード ―

部門 12歳～14歳女子
ヘッドガード 指定品
胴プロテクター 公認品
ファウルカップ ―
拳 公認品
ヒザ ―
スネ 公認品
チェストガード 公認品
下腹部ガード 公認品

部門 一般男子・壮年男子
ヘッドガード 指定品
胴プロテクター 公認品
ファウルカップ 既製品
拳 公認品
ヒザ ―
スネ 公認品
チェストガード ―
下腹部ガード ―

部門 壮年女子
ヘッドガード 指定品
胴プロテクター 公認品
ファウルカップ ―
拳 公認品
ヒザ ―
スネ 公認品
チェストガード 公認品
下腹部ガード 公認品

各部門 一般男子

年齢規定 満18歳～34歳（2021年4月1日時点の年齢）

階級区分 男子－70kg／＋70kg

試合時間 〈予選〉本戦２分
〈準決勝以降〉本戦３分

３位の決定 ３位２名同列

各部門（学年） 高校生

年齢規定 満15歳～17歳（2021年4月1日時点の年齢）

階級区分 15歳男子体重無差別
16歳17歳男子－75kg

試合時間 本戦２分

３位の決定 ３位２名同列

各部門 壮年男子・壮年女子

年齢規定 満35歳以上（2021年4月1日時点の年齢）

階級区分 45歳～49歳男子体重無差別
50歳以上男子－70kg／＋70kg
35歳以上女子体重無差別

試合時間 本戦１分30秒

３位の決定 ３位２名同列

I.K.O.セミコンタクトルール2021全国交流大会各部門出場資格規定及び試合規定

I.K.O.セミコンタクトルール2021全国交流大会各部門サポーター類装着規定

初
つ

再
再々

了

初
岡
村

再
再々

了

パ
ン
フ
-11月

-全
日
本
選
手
権

パ
ン
フ
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-全
日
本
選
手
権
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