
ごあいさつ 

 

拝啓 季夏の候、皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、来る「令和元年 11 月 9 日（土曜）」弊塾主催によります空手道選手権大会を開催さ

せて頂くことと相成りました。 

 

 今年度より、従来のジュニア選手権大会に併せて【一般クラス・壮年クラス】を増設し

て開催させて頂きます。 

 

〇 増設クラス 

 一般男子 有級者 軽量級 65kg未満  重量級 65kg以上 

      有段者 軽量級 65kg未満  重量級 65kg以上 ※防具着用なし 

 

 一般壮年 35歳以上 

有級者 軽量級 70kg未満  重量級 70kg以上 

      有段者 軽量級 70kg未満  重量級 70kg以上 

 

 一般壮年 45歳以上 

有級者 軽量級 70kg未満  重量級 70kg以上 

      有段者 軽量級 70kg未満  重量級 70kg以上 

 

 一般女子 有級者 軽量級 52kg未満  重量級 52kg以上 

      有段者 軽量級 52kg未満  重量級 52kg以上 ※防具着用なし 

 

ジュニアクラスに大幅な変更はありませんが【初級クラス 女子】に関しましては、昨年度

の 2学年合併から【各学年別】へと変更させて頂きました。 

 

大会開催が多い中で、重ね重ねのお願いではございますが、別紙をご参照頂きまして 

皆様からのご支援を賜れますようお願い申し上げます。 

 

 

国際空手道 拳聖塾 

最高師範 徳広 隆 



第 12 回 NOAH-CUP 関西ジュニア空手道選手権大会   

大会開催要項 

開催日時    令和元年 11 月 9 日（土曜） 

午前 ９時集合および団体受付 

                               午前 10 時より開会式（予定） 

 

                          

会  場    大阪市中央体育館 メインアリーナ 

        〒552‐0005 大阪市港区田中 3 丁目 1‐40   ☎ 06‐6576‐0800 

（大阪市営地下鉄 中央線 朝潮橋駅 2 番 A 出口下車 西へ徒歩 3 分） 

※ 会場に駐車場はありません。 

公共の地下鉄をご利用頂くか、お近くのコインパーキングをご利用ください。 

 

出場費用    全クラス ６，０００円  参加賞を含む 

        ※ 日本武道振興会チャンピオンカップの出場権利獲得者の出場も可能です。 

        ※ 初心・初級・中級クラスには、チャンピオンカップ権利獲得はありません。 

        ※ 登録クラスおよび選手の学年などの記入間違いがないようご注意をお願いします。 

※ 選手の昼食はありません。 

        ※ スポーツ保険は、各自にてご加入下さい。 

        ※ 申し込み後の返金は、如何なる理由によりましてもお断りさせて頂きます。 

        ※ お手数ですが用紙が不足の場合はコピーをお願いします。 

 

主  催    国際空手道 拳聖塾 

 

後  援    大阪府（申請中）   大阪府教育委員会（申請中） 

        大阪市（申請中）   大阪市教育委員会（申請中） 

日本武道振興会 

NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神 

 

申込み先    〒555‐0033 

        大阪市西淀川区姫島４－１０－２６ TICS ビル B１ NOAH-CUP 事務局宛 

             代表  06‐6475‐7888 

              Fax    06‐6829‐7077 

          徳広携帯 080‐6150‐6133 

 

締切り日  令和元年 10 月 4 日（金曜） 

 

 

 



第 12 回 NOAH-CUP 関西ジュニア空手道選手権大会 大会要項 

 

【 主催 】 国際空手道 拳聖塾 

       後援：日本武道振興会・NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神 

          大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会（予定） 

【 日時 】 平成 30 年 11 月 9 日（土）  受付 9：００  開会式１０：００予定 

【 会場 】 大阪市中央体育館 メインアリーナ 

         大阪府大阪市港区田中 3－1－40  ☎06－6576－0800 

【判定基準】 1 本(失格) ＞ 技あり ＞ ダメージ ＞ 有効打 ＞ 攻撃数 ＞ 積極性 

【 ルール 】 JKJO ルールに準ずる 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

   ・初心・初級クラス、上級クラス小学生以下の上段ヒザ蹴りは禁止です。 

    ・ヘッドガードは着用義務とし、主催者が準備していますが、JKJO 指定品に限り、個人所有の着用可能です。 

    ・出場選手は各自 5 試合前にコートに集合してください。呼び出し時に不在の場合は、失格となります。 

    ・参加人数の少ないクラスは、統合・中止となる場合があります。その際には各道場に連絡させていただき、 

     中止が決定した場合のみ参加費を返金致します。 

    ・当日の計量の際に規定体重よりも体重をオーバーした選手は失格となる場合がございますのでご注意ください。 

    ※ 初級クラスの出場者には成績に応じて全日本初級ランキングポイントが付与されます。 

                           (ランキングに参加希望している出場選手) 

 

【注意事項】 ・当日の受付は団体ごとに行います。ゼッケンは当日お渡しします。 

       ・体重制限のあるクラスに出場する選手は受付終了後、出場する各コートにて 

        開場後、速やかに計量を済ませてください。（前日の午後 5；30 より前日計量も可能です） 

       ・試合中、負傷又は事故が生じた場合に主催者は一切責任を負いません。 

       ・判定に対する抗議は一切認めません。相手選手や審判への中傷・罵声も一切禁止します。 

       ・ごみは各自で持ち帰るようにお願い致します。 

       ・出場選手の肖像権は主催者に帰属します。 

        選手の映像や画像(氏名等)は HP に使用することがありますのでご了承ください。 

 

【 参加費 】 ６，０００円    ※選手はスポーツ保険に必ず加入すること 

 

【申込締切】 平成３０年 10 月 4 日（金曜）  必着 

       ※ 申込用紙と参加費は各団体ごとに現金書留にてお送りください。 

       ※ カテゴリー不成立の場合を除き、一旦納入された参加費は如何なる理由があろうとも 

         返金は致しませんので、ご了承ください。 

 

【 申込先 】 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島 4-10-26 TICSビル B1 

             国際空手道 拳聖塾 大会事務局 TEL：06-6475-7888 FAX:06-6829-7077                  

クラス 本戦 延長 

初心(上段無し) 
幼年～小学生 1 分 1 分 

初心(上段有り) 

初級 

(武神初級ランキング対象) 
幼年～中学生 1 分 30 秒 1 分 

中級 幼年～中学生 1 分 30 秒 1 分 

上級 

(チャンピオンカップ権利獲得大

会) 

幼年～中学生 1 分 30 秒 1 分 

高校生 2 分 2 分 

一般壮年  １分 30 秒 1 分 

一般男子 一般女子  2 分 2 分 

日本武道振興会チャンピオンカップ権利獲得大会  武神初級ランキング認定

大会 

 



【 個 人 戦 】 

 

【初心クラス  8 クラス（上段蹴り禁止）】 チャンピオンカップの権利はありません 

1.幼年 年少・年中 初心（男女混合） 2.幼年 年長 初心（男女混合） 

3.小学 1 年生 初心（男女混合）    4.小学 2 年生 初心（男女混合）   5.小学 3 年生 初心（男女混合） 

6.小学 4 年生 初心（男女混合）    7.小学 5 年生 初心（男女混合）   8.小学 6 年生 初心（男女混合） 

 

【初心クラス  14 クラス(上段蹴り有り）】 チャンピオンカップの権利はありません 

 9．幼年 年少・年中 初心（男女混合）   10．幼年 年長 初心（男女混合） 

11．小学 1年 男子 初心          12．小学 2年 男子 初心      13．小学 3年 男子 初心 

14．小学 4年 男子 初心          15．小学 5年 男子 初心      16．小学 6年 男子 初心 

17．小学 1年 女子 初心           18．小学 2年 女子 初心       19．小学 3年 女子 初心 

 20．小学 4年 女子 初心           21．小学 5年 女子 初心       22．小学 6年 女子 初心 

 

【初級クラス 16 クラス】 武神初級ランキング認定クラス 

23．幼年 年少・年中 初級（男女混合）   24．幼年 年長 初級（男女混合） 

25．小学 1年 男子 初級          26．小学 2年 男子 初級      27．小学 3年 男子 初級 

28．小学 4年 男子 初級          29．小学 5年 男子 初級      30．小学 6年 男子 初級 

31．小学 1年 女子 初級          32．小学 2年 女子 初級      33．小学 3年 女子 初級 

34．小学 4年 女子 初級          35．小学 5年 女子 初級      36．小学 6年 女子 初級 

37．中学生  男子 初級          38．中学生  女子 初級 

 

【中級クラス 18 クラス】 チャンピオンカップの権利はありません 

39．幼年 年少・年中 中級（男女混合）   40．幼年 年長 中級（男女混合） 

41．小学 1年 男子 中級          42．小学 2年 男子 中級      43．小学 3年 男子 中級 

44．小学 4年 男子 中級          45．小学 5年 男子 中級      46．小学 6年 男子 中級 

47．小学 1年 女子 中級          48．小学 2年 女子 中級      49．小学 3年 女子 中級 

50．小学 4年 女子 中級          51．小学 5年 女子 中級      52．小学 6年 女子 中級 

53．中学生  男子 中級 50㎏未満     54．中学生  男子 中級 50㎏以上 

55．中学生  女子 中級 45㎏未満      56．中学生  女子 中級 45㎏以上 

 

【チャンピオンクラス（チャンピオンカップ予選） 26 クラス】 

57．幼年  （男女混合）    

58．小学 1年 男子          59．小学 2年 男子         60．小学 3年 男子  

61．小学 4年 男子          62．小学 5年 男子 35㎏未満     63．小学 5年 男子 35㎏以上 

64．小学 6年 男子 40㎏未満      65．小学 6年 男子 40㎏以上     66．小学 1年 女子  

67．小学 2年 女子          68．小学 3年 女子         69．小学 4年 女子 

70．小学 5年 女子          71．小学 6年 女子  

72．中学 1年 男子 45㎏未満       73．中学 1年 男子 45㎏以上 

74．中学 2年 男子 50㎏未満      75．中学 2年 男子 50㎏以上    76．中学 3年 男子 無差別 

77．中学 1年 女子          78．中学 2年 女子        79．中学 3年 女子 

80．高校生  男子 60㎏未満     81．高校生  男子 60㎏以上    82．高校生  女子 

 



83.一般男子 有級者 軽量級 65kg 未満  重量級 65kg 以上 

       有段者 軽量級 65kg 未満  重量級 65kg 以上 ※ 防具着用なし 

 

 84.一般壮年 35 歳以上 

       有級者 軽量級 70kg 未満  重量級 70kg 以上 

       有段者 軽量級 70kg 未満  重量級 70kg 以上 

 

 85.一般壮年 45 歳以上 

       有級者 軽量級 70kg 未満  重量級 70kg 以上 

       有段者 軽量級 70kg 未満  重量級 70kg 以上 

 

 86,一般女子  有級者 軽量級 52kg 未満  重量級 52kg 以上 

          有段者 軽量級 52kg 未満  重量級 52kg 以上 ※ 防具着用なし 

 

「開催ルール」 JKJO ルールに準じます 

 

※ 初心・初級・中級クラス・一般クラス・壮年クラスには、権利獲得はありません。 

※ チャンピオンカップ大会 主催 日本武道振興会 

  予定 令和２年 2 月 22 日（土曜） 大阪市中央体育館  

 

② クラス分けの目安 

  「初心者クラス」 

  ア．初めての試合（デビュー戦）、過去 5大会を目安に未勝利～3勝の選手 

  イ．7級レベル程度 ※ 団体で帯色基準が違いますので、代表者様の良識ある判断をお願い致します。 

  ウ．チャンピオンカップ代表権利はありません。 

 

  「初級クラス」 

  エ．中級やチャンピオンクラスといったクラス分けの無い大会での入賞経験が無い選手。 

  オ．クラス分けのある大会で、入賞経験が 1回程度の選手。 

  カ．5級レベル以下 ※ 茶帯・黒帯は出場登録できません。 

  キ．上記に該当しても「中級クラスで戦える選手」は“中級クラス”への登録をお願いします。 

  ク．チャンピオンカップ代表権利はありません。 

 

「中級クラス」 

ケ．上級やチャンピオンクラスといったクラス分けの無い大会での入賞経験が無い選手。 

  コ．クラス分けのある大会で、入賞経験が３回前後の選手。 

   サ．上記に該当する場合は、茶帯・黒帯の出場も可能。 

  シ．上記に該当しても「上級（チャンピオンカップ予選）で戦える選手」は“予選クラス”への登録を 

    お願いします。 

ス．チャンピオンカップ代表権利はありません。 

 

 

 



  「チャンピオンカップ予選クラス」 

  セ．「チャンピオンカップ決勝大会」への代表権利獲得予選です。（一般的なチャンピオンクラスです。） 

  ソ．クラスの出場選手数に関係なく４名に代表権利が与えられます。 

  タ．既権利獲得者も出場可能です。 

  チ．上位入賞者が、既権利獲得者の場合に、敗者が繰り上がる場合があります。 

 

 「武神初級ランキングについて」 

  今年度より、初級クラス出場の全選手が対象となっています。 

  ランキングへの参加を希望されない場合は、申込書欄に必ず【レ点】を付けてください。 

 

「防具について」 

  ツ．JKJOルールに準じますが、指定防具ではありません。 ※ 但し、拳・スネとも“布製”に限ります。 

  テ．ヘッドガードは、主催者でも用意しますが“持参品（顔面ガード付に限る）”の着用も可能です。 

  ト．女子選手のスポーツブラ（チャンピオンクラス 小学 3年以上着用義務）は下記に限定します。 

    女性用チェストガード CG32-JK マーシャルワールド社 

    イサミスポーツブラ  L-711   イサミ社 

  ナ．各クラスともに“心臓震盪防止用の防具”は着用を禁止します。 

  ニ．ヒザサポーター 小学 3年生以上着用義務（チャンピオンクラス男女のみ） 

  ヌ. 一般クラスのみ防具の着用はありません。 

 

 各クラスともご不明な場合は、大会事務局までお問い合わせ下さい。 代表 06-6475-7888 
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