
【 主　　催 】　日本空手道　飛心会

【 日　　時 】　２０２０ 年 ５ 月 ５ 日 （火・祝）　　９：００ 開場　　９：４５ 開会式

　　　　　　　　　　※主催関係者以外の方は９：００以前に入場できません。早くから入口付近で待機されますと、他の
 　　　　　　　　　　　利用者様のご迷惑となりますので、できる限りギリギリにご入場いただきますようお願いいたします。

【 場　　所 】　豊中市立武道館ひびき ２F・３F　　大阪府豊中市服部西町４－１３－２ 　  TEL　06-6864-2288

　　　　　　　　　　開会式・表彰は２Fで行います。上級クラスの試合は２F、初心・初級クラスの試合は３Fで行う予定です。

【試合形式】　・JKJOルールに準ずる。（上段膝蹴りは上級クラスの中学生・高校生のみ有効)

　　　　　　　　 ・試合時間は、初心クラス→本戦１分・延長１分（マストシステム）　※決勝戦も同様
　　　　　　　　  初級クラス→本戦１分３０秒・延長１分（マストシステム）　※決勝戦も同様
　　　　　　　　  上級クラス（中学生以下）→本戦１分３０秒・延長１分　※決勝戦のみ再延長１分(マストシステム）あり
 　　　　　　　　 上級クラス（高校生）→本戦２分・延長２分　※決勝戦のみ再延長２分（マストシステム）あり

　　　 　　　　　・拳サポーター、レッグガード、ファールカップ、ひざサポーター（小3以上義務）は布製の白色のみ使用可。
　 　　　　　　　  極端に薄いものは使用禁止。上級クラスについてはJKJO指定品に限る。（ファールカップ・ チェストガード
　　　　　　　　　 を除く。） やむを得ない場合は貸出可。　　　　　　 

　　　　　　　　 ・男子のインナーＴシャツは禁止。女子のインナーＴシャツは白色を着用のこと。また、チェストガード（小３
　　 　　　　　　　以上女子義務）については腹部まであるものや硬質のものは禁止。　　　

【 ク ラ ス 】 　○初心クラス　　※空手歴が１年未満の初心者に限る

　　　　　　　　　　　幼児～小学６年（学年別男女混合）

　　　　　　　 　○初級クラス　　※黒帯の選手、上級クラスで入賞経験のある選手、ＪＫＪＯ全日本ジュニアの代表権獲得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選手および過去に代表権を獲得したことのある選手はエントリー不可　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　幼児（男女混合）、小学１年男子～６年男子（学年別）、小学１～６年女子（学年別）、

　　　　　　　　　　　中学男子、中学女子

　　　　　　　　 ○上級クラス

　　　　　　　　　　　幼児～小学６年男子（学年別・小３以上は体重別）、中１男子・中２～中３男子・高校男子（各体重別）

　 　　　　　　　　　 幼児～小学６年女子（学年別・小４以上は体重別）、中１女子・中２～中３女子・高校女子（各体重別）

　　　※ 上級クラス・初級クラスの出場者には成績に応じて全日本ランキングポイントが付与されます。
　　　　　全日本ランキング制度の詳細につきましては武神ホームページをご覧ください。

　　　※ 上級クラスの入賞者は「日本武道振興会 第９回チャンピオンカップ 空手道選手権決勝大会」
　　　　　（２０２１年３月開催）の出場権が得られます。（参加の可否は自由です。）

　　　※ 初級クラスの入賞者は「第８回カラテ・オールカップルーキーズ」（２０２１年３月開催）の出場権が得られます。
　　　　　（参加の可否は自由です。）

　　　※ 当日の計量で僅かでも規定の体重をオーバーした選手は失格となりますので、くれぐれもご注意ください。

【選手受付】　団体受付です。ゼッケンは当日お渡しいたします。

　　　　　　　　　〈kg未満クラス〉に出場の選手は計量受付にて速やかに計量をお願いいたします。

【参 加 費】　 ６,０００円 （昼食なし・スポーツ保険は各自加入）　 ☆全クラス優勝者には副賞を用意しています。

【注意事項】　ウォーミングアップは３Fでお願いいたします。また、ゴミは必ず必ず各自でお持ち帰りください。

【申 込 先】　 日本空手道 飛心会 事務局

　　　　　　　　　〒561-0864　大阪府豊中市夕日丘1-4-20-107 　TEL 090-8986-5215 　 FAX 06-6850-7255

【申込締切】　２０２０ 年 ３ 月 ２５ 日 （水）　 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いかなる理由があろうとも返金いたし
　　　　　　　　　　　ませんので、ご了承ください。

ＫＡＲＡＴＥ　ＫＡＮＳＡＩ　ＣＵＰ　２０２０

大会要項

全日本ランキング ポイント大会（上級クラス・初級クラス）
日本武道振興会チャンピオンカップ、カラテ・オールカップルーキーズ 指定大会



■試合時間　　　

　　　【一本勝ち】

　　　　　　・ 打撃で一瞬でもﾀﾞｳﾝ　　

　　　　　　・ ３秒以上の戦意喪失　　　

　　　【技あり】

　　　　　　・ 完全に宙に浮かせ背中から転倒させた場合、下突きが無くても技有り　　　

　　　　　　・ 上段にクリーンヒット　　　

　　　　　　・ 一時的に動きが止まる　　　

　　　　　　・ 一時的に戦意喪失　　　

　　　　　　・ 下段蹴りで足を引きずる　　　

　　　　　　・ 腹部のダメージで体がくの字になる　　　

　　　【反則】

　　　　　　・ 掴み、掴んでからの攻撃、掛け、抱え込み　　　

　　　　　　・ 掌底押し、正拳押し、相手の体に手・胸を付ける　　　

　　　　　　・ 頭突き、頭をつけての攻撃　　　

　　　　　　・ 手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り　　　

　　　　　　・ 下腹部（帯より下、股関節より上）への攻撃　　　

　　　　　　・ 背後からの攻撃、倒れた相手への攻撃　　　

　　　　　　・ 故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ　　　

　　　　　　・ 上段膝蹴り（小学生以下は反則、中学生以上は有効）　　　

　　　　　　・ その他審判が反則とみなした場合　　　

　　　【失格】

　　　　　　・ 注意４が与えられた場合　　　

　　　　　　・ 一度の反則でも相手がドクターストップになった場合　　　

　　　　　　・ 試合時間に遅れた時　　　

　　　　　　・ 審判員の指示に従わない時　　　

　　　　　　・ 試合開始から判定が下されるまでの嘔吐はﾀﾞﾒｰｼﾞと見なされ失格とする　　　

　　　　　　・ 規定体重を超えていた場合　　　

　　　【判定優先順位】

　　　【判定基準図解】

　　　　　　　技あり１　　技あり２（一本）

　　　　　　注意１　　　　注意２ 　　　　注意３　　　　注意４（失格）

■注意事項　　　

　　 * ヘッドガードは主催者側が用意いたしますが、マイヘッドガード（JKJO指定品）は使用可。　　　

　　 * 拳サポーター、レッグガード、ファールカップ、ひざサポーター（小３以上義務）は全て布製の白色のみ使用可。

　　　  極端に薄いものは使用禁止。上級クラスについてはJKJO 指定品に限る。（ファールカップ・チェストガードを除く。）

　　　  やむを得ない場合は貸出可。　　

　　 * 男子のインナーＴシャツは禁止。女子のインナーＴシャツは白色を着用のこと。また、チェストガード（小３以上女子義務）

　　　　は腹部まであるものや硬質のものは禁止。　　　

■判定規定

1本（失格）　＞　技あり　＞　ダメージ　＞　有効打　＞　攻撃数　＞　積極性

1回戦～準決勝

本戦1分30秒→延長1分（マストシステム）

本戦1分30秒→延長１分（マストシステム）

同左

本戦１分30秒→延長１分→再延長１分（マストシステム）

初級

　上級（中学生以下）

クラス 決勝戦

初心 本戦1分→延長1分（マストシステム） 同左

　上級（高校生） 本戦2分→延長2分（マストシステム） 本戦2分→延長2分→再延長2分（マストシステム）

ＫＡＲＡＴＥ　ＫＡＮＳＡＩ　ＣＵＰ　２０２０　公式ルール
※JKJOルールに準じます
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　※ 初心クラスへのエントリーは空手歴が１年未満の初心者に限る。 

　※ 黒帯の選手、上級クラスで入賞経験のある選手、ＪＫＪＯ全日本ジュニアの代表権獲得選手および過去に代表権を獲得

（男女混合）

幼児 年中 幼児 年長 小学１年 小学２年
（男女混合） （男女混合） （男女混合） （男女混合）

初
 

心
小学３年 小学４年 小学５年 小学６年

（男女混合） （男女混合） （男女混合）

ｃｍ ｋｇ
段

　トーナメント作成時の参考にいたしますので、必ずご記入ください

住　所
〒

　　TEL　　　　　　　　（　　　　　　　）

級・段位 修業年数 身長 体重　年 ヶ月

□ 全日本ランキングに
　　　参加しない

ふ  り  が  な
男

選手氏名 女

 生年
　 月日

　　　　　　　　　(　　　　　　才）

平成　　　年 　　　月 　　　日 学年

（新学年）
年

 幼児( 年中 ・ 年長 )

 小学
 中学
 高校

幼児男子 幼児女子 小学１年男子 小学１年女子 小学２年男子

ＫＡＲＡＴＥ　ＫＡＮＳＡＩ　ＣＵＰ　２０２０
参加申込書

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日　２０２０年５月５日（火・祝）

大会会長 殿　 　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会   場　 豊中市立武道館ひびき

私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い、正々堂々と競い合うこと　　　　　　　　 主   催　 日本空手道 飛心会　

をここに誓います。また、試合中における負傷・事故に対する一切の異議申し

団体名
所在地

（〒　　　　-　　　　　　）

支部名
支部 TEL　　　　　（　　　　　 ）　

　　２０２０年　　 月　　　日

道場代表者名 ㊞ 保護者氏名 ㊞

立てをいたしません。大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。

全日本ランキング（上級・初級）に参加を希望されない場合は必ず ☑ を入れてください。

27kg以上 30ｋｇ未満
小学４年男子 小学４年女子 小学４年女子 小学５年男子 小学５年男子

30ｋｇ以上 30ｋｇ未満 30ｋｇ以上 35ｋｇ未満 35ｋｇ以上

小学２年女子 小学３年女子
小学３年男子 小学３年男子 小学４年男子

27kg未満

小学５年女子 小学５年女子 小学６年男子 小学６年男子 小学６年女子
35ｋｇ未満 35ｋｇ以上 40ｋｇ未満 40ｋｇ以上 40ｋｇ未満

小学６年女子 中学１年男子 中学１年男子 中学１年男子 中学２～３年男子
40ｋｇ以上 42ｋｇ未満 52ｋｇ未満 52ｋｇ以上 47ｋｇ未満

中学２～３年男子 中学２～３年男子 中学１年女子 中学１年女子 中学２～３年女子
57ｋｇ未満 57ｋｇ以上 43ｋｇ未満 43ｋｇ以上 43ｋｇ未満

上
　
　
級

大会当日の

学年で出場

クラスを○で

囲んでくだ

さい。

記入間違い

は失格とな

りますので

ご注意くだ

　さい。

　　  したことのある選手は初級クラスへのエントリー不可。 

高校女子 高校女子 高校女子
48kg未満 55kg未満 55kg以上

※規定の体重を僅かでもオーバーした選手は
  失格となります。くれぐれもご注意ください。

中学２～３年女子 中学２～３年女子 高校男子 高校男子 高校男子
50ｋｇ未満 50ｋｇ以上 60kg未満 70kg未満 70kg以上

中学男子小学５年女子 小学６年男子 小学６年女子 中学女子

小学１年男子 小学１年女子 小学２年男子 小学２年女子

小学３年男子 小学４年女子

幼児
（男女混合）

小学３年女子 小学４年男子 小学５年男子


