
東京都第３５回中学・第２０回幼年　空手道選手権大会　 東京武道館　（東京ﾒﾄﾛ　千代田線・ＪＲ　綾瀬駅） 　　　　２０２１年（R3年）　６月２０日（日）

　第２０回幼年の部　・　第３５回中学１年男女の部 　第３５回東京都中学生空手道選手権大会　中学２年男女の部

コート 表彰数 コート 表彰数

準決勝まで、２人同時演武。 １回戦　①②各４名（原則）残し

形

形

準決勝まで、２人同時演武。 形　幼年男子 組 準決勝①まで 組手　中１　女子

表彰　上位８名 手 ①２名　／4

１回戦　③④各４名（原則）残し形　中学２年女子

第２ｺｰﾄからの勝者１名 組手　幼年女子 表彰　上位４名

①２名　／4

組

準決勝①まで 組手　幼年男子 組 第１ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中１　女子

手 ①２名　／4 ②２名　／4

準決勝①まで 組手　中１　女子 手

①２名　／4 １回戦　①②各４名（原則）残し形　中学２年男子

準決勝まで、２人同時演武。 形　幼年女子 表彰　上位８名

表彰　上位４名

形

準決勝まで、２人同時演武。 組 第４ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中２　男子

①２名　／8

手

準決勝②まで 組手　幼年女子 １回戦　③④各４名（原則）残し

②２名　／4

組 第１ｺｰﾄからの勝者１名 組手　幼年男子 組 勝者１名⇒第３ｺｰﾄ、 組手　中２　男子

②２名　／4 手 ②２名　／8

１回戦　⑤⑥各４名（原則）残し

手 第１ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中１　女子

②２名　／4

組 第６ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中２　男子

１回戦　①　３名（原則）残し 形　中学１年女子 ③２名　／8

表彰　上位４名 手

１回戦　⑦⑧各４名（原則）残し

１回戦　①②各４名（原則）残し形　中学１年男子

表彰　上位８名

組 勝者１名⇒第５ｺｰﾄ、 組手　中２　男子

手 ④２名　／8

組 第４ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中１　男子

①２名　／8

手

１回戦　②　３名（原則）残し コート 表彰数

①　１　～　　６ １回戦　①②各３名（原則）残し

１回戦　③④各４名（原則）残し ②　７　～　１２ ２回戦①②の中３名（原則）残し

組 勝者１名⇒第３ｺｰﾄ、 組手　中１　男子 勝者１名⇒第２ｺｰﾄ・ 組手　中３　女子

手 ②２名　／8 ①２名　／8

１回戦　③　３名（原則）残し 勝者１名⇒第２ｺｰﾄ・ 組手　中３　男子

③１名　／8

③１３　～　１８ １回戦　①②各３名（原則）残し形　中学３年女子

１回戦　⑤⑥各４名（原則）残し ④１９　～　２６ ２回戦①②の中３名（原則）残し表彰　上位４名

第１ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中３　女子

組 第６ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中１　男子 ②２名　／8

③２名　／8 第１ｺｰﾄから１名　準々決勝①組手　中３　男子

手 ④１名　／8

１回戦　④　３名（原則）残し １回戦　①４名（原則）残し 形　中学３年男子

２回戦①②の中４名（原則）残し表彰　上位４名

3回戦①②中３名（原則）残し

１回戦　⑤⑥各４名（原則）残し

第4ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中３　女子

③２名　／8

組 勝者１名⇒第５ｺｰﾄ、 組手　中１　男子 勝者１名⇒第４ｺｰﾄ・ 組手　中３　男子

手 ④２名　／8 ⑤１名　／8

形 １回戦　②４名（原則）残し

＊中学３年男子　組手　注意事項

　　①第５コート　　①⇒９名（1/4分割の①） ②第６コート　　②⇒１０名（1/4分割の②） 勝者１名⇒第３ｺｰﾄ・ 組手　中３　女子

　　③第１コート　　③⇒５名（1/8分割の①） ④第２コート　　④⇒５名（1/8分割の②） ④２名　／8

　　⑤第３コート　　⑤⇒５名（1/8分割の③） ⑥第４コート　　⑥⇒５名（1/8分割の④） 第3ｺｰﾄから１名　準々決勝②組手　中３　男子

＊①第５C・②第６C　No.1～No.19　準決勝①は、第５C予定。 ④１名　／8

＊③第１C～⑥第４C　No.20～No.39　準々決勝①＆準々決勝②　有り。　準決勝②は、第４C予定。 １回戦　③４名（原則）残し

形 １回戦　②４名（原則）残し ２回戦③④の中４名（原則）残し

組 第6ｺｰﾄからの勝者１名 組手　中３　男子

組 組手　中３　男子 ①２名　／8

手 ④２名　／8 手
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準決勝①へ

6

中学３年　男子⑤ ⑤３０　～　３４
準々決勝②へ

中学３年女子準決勝②

準決勝②を行なう予定
③２０　～　２９中学３年　女子③組

手

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

中学３年　男子④ ④２５　～　３２

中学３年　男子② ②１０　～　１９
準決勝①へ

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

中学３年　男子①

決　勝予定ｺｰﾄ中学３年男子準決勝①

①　１　～　　９

形
中学３年　男子③ ③１７　～　２４

勝者１名⇒第５ｺｰﾄ・

組

手

中学３年　女子④

中学３年　男子⑥

②１０　～　１９

②　９　～　１６

④３０　～　３８

⇒　準決勝②予定コート
⑥３５　～　３９

準決勝②へ

中学３年　男子②

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて 決　勝予定ｺｰﾄ

形

中学３年　男子　① ①　１　～　　８

決　勝予定ｺｰﾄ 準決勝①を行なう予定

中学３年　男子④

組

手
⇒　１名第４コート準決勝②へ

④２５　～　２９

中学３年　女子②

幼年女子② ②　９　～　１６
勝者１名⇒第１ｺｰﾄ・決勝へ

幼年男子② ②１６　～　３５

①　１　～　　８

②　９　～　１８ ２回戦①②の中４名（原則）残し

準決勝①を行なう予定
中学２年　男子① ①　１　～　２１

準決勝①へ

③１９　～　２６

中学１年　男子④ ④５４　～　７１
準決勝②へ

中学１年　男子① ①　１　～　１７
準決勝①を行なう予定

中学１年男子準決勝①

中学１年　男子② ②１８　～　３５
準決勝①へ

幼年男子準決勝② 決　勝予定ｺｰﾄ

中学１年　女子②

⑤～⑧上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

背　番　号

⑦５５　～　６２

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

⑧６５　～　７２

２回戦⑤⑥の中４名（原則）残し

②１４　～　２７
決勝戦を行なう予定

中学１年女子準決勝② 決　勝予定ｺｰﾄ

中学１年　女子③ ③１３　～　１８

形

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

中学２年　男子⑦⑧

中学２年　男子③ ③４４　～　６５

男子　　種　　目　　女子

③④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cへ

中学１年　男子⑦⑧
⑦４９　～　５６

準決勝①を行なう予定

２回戦①②の中４名（原則）残し

決　勝予定ｺｰﾄ

④２５　～　３２

3回戦③④の中３名（原則）残し

①～④上位３名⇒メダルマッチ第１C・第２Cにて

中学２年　女子① ①　１　～　１８
勝者１名⇒第２ｺｰﾄ・決勝へ

２回戦⑤⑥の中４名（原則）残し

準決勝②を行なう予定

コート移動

中学２年　男子③④
④２７　～　３６ ２回戦③④の中４名（原則）残し

中学２年　男子⑤⑥
⑤３７　～　４４

決勝戦を行なう予定

中学２年男子準決勝①

形

形

形

中学２年　男子④ ④６６　～　８７
準決勝②へ

中学２年　男子② ②２２　～　４３

形

中学１年男子準決勝② 決　勝予定ｺｰﾄ

⑥４５　～　５４

２回戦⑦⑧の中４名（原則）残し

中学１年　男子③④
③１７　～　２４

④２５　～　３２ ２回戦③④の中４名（原則）残し

上位３名⇒①②第２回戦、第３Cへ。

形

形

形

中学１年　女子④ ④１９　～　２４

①②上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

形

中学１年　女子② ②　７　～　１２

中学１年　女子① ①　１　～　　６
２回戦①②の中３名（原則）残し

決　勝予定ｺｰﾄ

中学１年　男子　①②
２回戦①②の中４名（原則）残し

3回戦①～④中３名（原則）残し

①②上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて 決　勝予定ｺｰﾄ

①　１　～　　８

②　９　～　１６

勝者１名⇒第１ｺｰﾄ予定「決勝」へ。「トーナメント」・決勝まで「フラッグ方式」で行う。

幼年女子① ①　１　～　　８
決勝戦を行なう予定

幼年女子準決勝① 決　勝予定ｺｰﾄ

幼年男子① ①　１　～　１７
勝者１名⇒第２ｺｰﾄ・決勝へ

中学1年　女子①

①～④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて 決　勝予定ｺｰﾄ

幼年女子①

「トーナメント」・決勝まで「フラッグ方式」で行う。

幼年女子②
決勝は、赤青１人づつ演武。

決　勝予定ｺｰﾄ

幼年男子② ②２４　～　４６

中学２年　女子② ②１９　～　３６
決勝戦を行なう予定

中学１年女子準決勝②

1

2

男子　　種　　目　　女子 背　番　号 コート移動

①　１　～　１２

②１３　～　２３

幼年男子① ①　１　～　２３
決勝は、赤青１人づつ演武。

勝者１名⇒第２ｺｰﾄ予定「決勝」へ。「トーナメント」・決勝まで「フラッグ方式」で行う。

「トーナメント」・決勝まで「フラッグ方式」で行う。 決　勝予定ｺｰﾄ

決　勝予定ｺｰﾄ

中学２年　男子①②

男子　　種　　目　　女子 背　番　号 コート移動

①　１　～　１３
勝者１名⇒第２ｺｰﾄ・決勝へ

3回戦①～④中３名（原則）残し

①　１　～　　８

②　９　～　１６

3回戦①②の中３名（原則）残し①～④上位３名⇒メダルマッチ第１C・第２Cにて

中学２年　女子③④
③１７　～　２４

２回戦③④の中４名（原則）残し

中学２年　女子①②

⑧５７　～　６４ ２回戦⑤⑥の中４名（原則）残し

3回戦⑤～⑧中３名（原則）残し

1

2

3

4

5

6

２回戦③④の中３名（原則）残し

③④上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて

中学１年　男子⑤⑥
⑤３３　～　４０

⑥４１　～　４８

⑤～⑧上位３名⇒メダルマッチ第３C・第５C・第６Cにて 3回戦⑤～⑧中３名（原則）残し

上位３名⇒③④第２回戦、第５Cへ。

中学１年　男子③ ③３６　～　５３
準決勝②を行なう予定

中学１年男子準決勝② 決　勝予定ｺｰﾄ

3

4

5

6

1

2

3

4

5

　第３５回東京都中学生空手道選手権大会　中学３年男女の部

①・②上位３名⇒メダルマッチ第１C・第２Cにて

中学３年　女子①②
形

③・④上位３名⇒メダルマッチ第１C・第２Cにて 決　勝予定ｺｰﾄ

形
中学３年　女子③④

中学３年　男子③ ③２０　～　２４
準々決勝①へ

組

手

中学３年　女子① ①　１　～　　９


