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第３回空手 Family 演武会 in 沖縄
～空手でつながろう～
開催要項
1. イベント概要
 このイベントは、誰でも楽しく参加できる団体形（だんたいかた）の演武会
です。
 団体形とは、空手の形（かた）をチームで息を合わせて発表する種目です。
誰とでもチームを組めるのがこのイベントの特色。家族、友達、職場の仲間





など、あなたにとっての「Family」と２～５名のチームを組みます。
空手を習っている方向けの「ガチ部門」と、スポーツウェアで演武できる、
初心者やブランクがある方が参加しやすい「ゆるゆる部門」を設けています。
さらにそれぞれの部門を２つの方式――会場に集まって演武する「リアル」、
動画を事前に投稿する「オンライン」に分けました。
競い合ったり、思い出を創ったり、空手を通して Family のつながりを強め
ることを目的にしたイベントです。
今回「ガチ部門リアル」と「ゆるゆる部門リアル」は、空手発祥の地・沖縄
県内で屈指のラグジュアリーリゾート、「星のや沖縄」が会場となります！

2. 名称
第３回空手 Family 演武会 in 沖縄
3. 主催
公益財団法人全日本空手道連盟
4. 開催日
２０２２年１２月１７日（土）演武会
２０２２年１２月１８日（日）アクティビティ
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※宿泊者限定
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5. 会場
星のや沖縄（沖縄県中頭郡読谷村儀間４７４）
6.




対象
２名～５名で構成されたチーム（年齢、性別、空手道経験は問わない）。
全空連会員でない人も参加可能。
同じ方が異なるチームから参加することもできる。

7. 部門とルール
ガチ部門
定員

ガチ部門リアル

ガチ部門オンライン

２０チーム

３０チーム

（日帰り参加は５チームまで）
説明




会場に集まり、団体形を 1 回演 

団体形を 1 回演武（分解なし）、

武（分解なし）する。

動画を投稿する。

審判員の採点により順位を付 

審判員の採点により順位を付け

ける。

る。

服装



空手着で参加。自分の級・段の帯を着用する。

採点



全日本空手道連盟競技規定に準じ、
「技術面」と「競技面」を合わせた
点数を１回で出す。

表彰



審判員３名の合計点をチームの得点とする。



１位、２位、３位



アンバサダー賞 １チーム



星のや沖縄特別賞

計３チーム 

１位、２位、３位 計３チーム

１チーム

ゆるゆる部門
定員

ゆるゆる部門リアル

ゆるゆる部門オンライン

２０チーム

２０チーム

（日帰り参加は５チームまで）
説明



会場に集まり、団体形を 1 回演 

団体形を 1 回演武（分解なし）、

武（分解なし）する。

動画を投稿する。



得点は出すが順位は付けない。 

得点は出すが順位は付けない。



号令をかけて演武してもＯＫ。 

号令をかけて演武してもＯＫ。

2/8

V1.3 2022 年 9 月 15 日

間違っても止まっても減点は

間違っても止まっても減点はし

しない。

ない。


音楽をかけて演武しても良い。
ただし、著作権フリーで、
YouTube に投稿しても支障のな
い音源を用意してください。

服装

採点



空手道着またはスポーツウェア等の動きやすい服装。



屋外にて演武する場合、靴の着用は可とする。



安全面を考慮した仮装や道具の使用は可。



全日本空手道連盟競技規定に準じ、
「技術面」と「競技面」を合わせた
点数を 1 回で出す。



これとは別に、
「Family 度」を１０点満点でつける。



審判員３名が得点と Family 度を出し、すべての合計点をチームの得点
とする。
Family 度の評価基準
本演武会の趣旨「Family のつながりを強める」に合っていること
空手を楽しんでいるかな？/チームワークがあるかな？
元気があるかな？/工夫がみられるかな？

表彰



Family 賞（Family 度が一番高 

Family 賞（Family 度が一番高か

かったチーム） １チーム

ったチーム） １チーム



アンバサダー賞 １チーム



星のや沖縄特別賞

１チーム

（１） 形の種類
 得意な形を選択する。流派、会派で指導されている形であれば、全空連





競技規定に載っていない形でもよい。創作した形は不可。
ただし、時間の都合上、礼から礼まで２分以内で演武が終わる形を選択
すること。
リアルについては、演武会場（横８メートル×奥行６メートルの板間）
に合わせて演武する。団体形の隊形を考慮すること。
形の評価は、全空連競技規定および演武会申し合わせ事項に準じて行う。
分解は行わない。

（２） 審判員
 主催者側で行い、採点方式により評価する。
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（３） 参加者特典・副賞
 参加者全員に参加証とささやかな記念品を贈呈。
 ガチ部門リアル、ゆるゆる部門リアルで「星のや沖縄特別賞」を受賞し
たチーム（各１）には、星のや沖縄から宿泊ご招待券（曜日・期間に指
定あり）をプレゼントします。
 ガチ部門オンライン、ゆるゆる部門オンラインに参加したチームには、
後日、参加証、記念品、賞状（該当チームのみ）を郵送します。
8. スケジュール
（１） ガチ部門リアル、ゆるゆる部門リアル
１２月１７日（土） １４：００

ガチ部門リアルに参加する方
・宿泊チェックイン
・演武会の受付開始

１５：００

ガチ部門リアル演武開始

１５：００

ゆるゆる部門リアルに参加する方
・宿泊チェックイン
・演武会の受付開始

１６：００

ガチ部門リアル終了（解散）

１６：１５

ゆるゆる部門リアル演武開始

１７：３０

ゆるゆる部門リアル終了（解散）

１８：００

アンバサダーと交流タイム
※星のや沖縄宿泊者限定、詳細は
企画中
「星のや沖縄」に宿泊

以下は、「星のや沖縄」宿泊者限定プログラムになります。
１２月１８日（日） ９：００

沖縄空手体験
～マインドフルネス朝活～

１０：００

沖縄のビーチを背景に、プロカメラ
マンによる記念写真サービス
解散

※変更になる場合があります
（２） ガチ部門オンライン、ゆるゆる部門オンライン
 事前に団体形の演武を撮影し、ご提出ください。


１２月２６日（月）、YouTube 録画配信にて結果を発表します。
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9. 申込〆切
（１） ガチ部門リアル、ゆるゆる部門リアル
９月１５日（木）～１０月１４日（金）一次募集（宿泊するチームのみ）
１０月１８日（火）～１１月２２日（火）二次募集
※定員になり次第終了。
（２） ガチ部門オンライン、ゆるゆる部門オンライン
９月１５日（木）～１１月３０日（水）
１１月３０日（水）
※定員になり次第終了。

申込期間
動画提出〆切

10.参加料
チームに１人以上、全空連 メンバー料金
会員がいる場合

１チーム

３，０００円

チームに全空連会員がいな ビジター料金
い場合

１チーム

６，０００円








12.申込方法 に示したフォームに入力・送信後、全空連よりメールにて
参加確定のご連絡をいたします。メールを受け取り次第、下記の口座に
参加料をお振込みください。
入金後の返金はいたしかねますのでご了承ください。
参加料の振込先
みずほ銀行 虎ノ門支店（店番１４６）
普通 ２９５５２８６ ザイ）ゼンニホンカラテドウレンメイ
振込期日 １１月３０日（水）

11.引率者
 ガチ部門リアル、ゆるゆる部門リアルでは、密を避けるためと安全上の
理由から、引率者を１チーム１名に限定いたします。
 ただし、演武者も引率者も「星のや沖縄」に宿泊する場合は上限を設け
ません。
12.申込方法
こちらのフォームからお申込みください。
ガチ部門リアル・ゆるゆる部門リアル
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https://forms.gle/MMoEt93aQ4GYjhMY8

ガチ部門オンライン・ゆるゆる部門オンライン
https://forms.gle/iKgoRtbsgMZ61Ant5





チーム名を決めてお申込みください。ファミリー感のある素敵なネーミング
をお待ちしております。
申込受付後、システムから受付完了の確認メールを自動送信します。これと
別に、当連盟より参加確定メールをお送りします。
お申し込みにあたっては、パソコンメールアドレスの入力が必要となります。
携帯電話のメールアドレスでは申込時の確認メールが届かない場合があり
ますので、登録不可とさせていただきます。

13.ガチ部門リアル、ゆるゆる部門リアルの宿泊について
 本演武会は、原則として会場である「星のや沖縄」が推奨ホテルとなります。
星のや沖縄に宿泊する参加者には、メールにて、参加確定の通知と共に宿泊
予約 URL をお知らせしますので手続きをお願いします。宿泊者の方で星のや
沖縄にて食事を利用される場合は事前予約が必要です。ご案内に従い手続き
をお願いします。
 沖縄県内から参加するチームも「星のや沖縄」に宿泊できます。宿泊者限定
のプログラムがございますので、ぜひ宿泊をご利用ください。



会場までの交通手段は各自で手配をお願いします。
宿泊料金
１部屋 36,000 円（税込） ※通常料金 １部屋 136,000 円（税込）～
４名定員 / ４名利用の場合、1 名あたり 9,000 円（税込・食事別）
３名利用の場合、1 名あたり 12,000 円（税込・食事別）
２名利用の場合、1 名あたり 18,000 円（税込・食事別）
※上記は 12 月 17 日（土）のみの料金となります。
※宿泊費は、宿泊予約 URL からの予約時に、クレジットカードで事前精算と
なります。キャンセルの不可のプランです。予めご了承ください。
※チェックアウト時に食事代、冷蔵庫代を合わせて、「星のや沖縄」へお部
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屋ごとにお支払いください。
14.YouTube 配信
２０２２年１２月２６日（月）１８：００～
15.新型コロナウイルス感染拡大防止対策
 来場者には、主催者が指定する健康チェックシートを提出していただきます。
 当日、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。




- 体調がよくない場合（例：発熱･咳･咽頭痛などの症状がある場合）
- 同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合
- 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある場合
来場される方は必ずマスクを着用してください（演武中を除く）。
当日会場で体調が悪い場合は、帰宅や別室での待機をお願いする場合がござ
います。
参加する上で主催者が示す注意事項を遵守していただきます。
参加者、引率者以外の方は会場内に入場することはできません。



会場内では、密を避け、他の方と十分に距離を取ってください。




16.注意事項
 スケジュール、募集チーム数等は変更になることがあります。
 ご記入いただく個人情報は、主催者である公益財団法人全日本空手道連盟が
取得・管理し、本イベント運営と今後の本連盟主催事業のご案内のために利
用します。申込時には、あらかじめチーム内の参加者全員から了解を得た上
でお申し込みください。
 本イベントをより多くの方に知っていただき、今後の空手道普及活動を推進




するため、参加者の映像、写真を主催者、星のや沖縄、協賛社が広報目的で
使用したり、各種メディアの取材活動のために利用したり、参加者への写真
販売を行ったりするために、本イベントの模様を写真、動画、その他の方法
で記録し、参加者の肖像がそれぞれの媒体で使用されたり閲覧されたりしま
す。予めご了承ください。参加者は、申込をもってこれに同意したものとい
たします。
障がいをお持ちの方で当日お手伝いが必要な場合は、下記のお問い合わせ先
にご連絡ください。
傷害保険等は各自で手配をお願いします。
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17.お問い合わせ先
公益財団法人全日本空手道連盟 担当：小日向（こびなた）藍菜
TEL.03-5534-1951（祝日を除く月～金 10:00-17:00）
メール：a-kobinata@jkf.jp
※星のや沖縄の宿泊予約・食事予約については、参加確定メールを受領後に
ご案内する連絡先から、星のや沖縄にお問い合わせください。
以上
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