
 第 10 回不動心杯ジュニアオープン新人空手道選手権大会 

【大会要項】 

日時：2021 年 7 月 4 日（日）  

      ９時開場受付 9 時 45 分試合開始 

※コロナウイルスの状態により、大会を安心安全に開催するための予防策とし必要に

応じて、大会開催に制限を設ける場合がございます。 

※3 部に時間を分けて行う予定にしております 

 

場所：西宮市立塩瀬体育館  西宮市東山台５丁目１０-１ 

主催：日本実践空手道 日本武道振興会 髙橋道場  

後援：西宮市・西宮市教育委員会・日本武道振興会 

出場資格：幼年～高校生までの男女 

【初心クラス】 

        ※年数・試合出場数に限りはなく初心クラスまでの入賞無し 

         （道内・ベスト８・敢闘賞は問わず） 

          【初・中級クラス】 

            ※初中級クラスに上がったものの初中級クラスでの入賞経験無し 

     【チャンピオンカップ予選クラス】 

   ※２０２２年２月開催予定の予選クラス。各クラス４位までが出場権利

を獲得。初心・初中級クラスでは出場権利の獲得はできない。 

 

出場費： 6,000 円（昼食無し・保険は各自で加入） 

 
 

出場締め切り：２０２１年６月９日（水）必着 

大会事務局：〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園 3-3-16 プラージュ甲子園 2F 

                     TEL・FAX 0798-49-7150 



 第 10 回不動心杯ジュニアオープン新人空手道選手権大会 

【大会要項】※変更点について 

 

先般送付させていただきました今大会におきまして、同市内での会場変更となりました

のでご連絡させていただきます。 

締切は６月９日（水）最終必着に変更しております。 

今大会、３部に分けて行う予定にしておりますので、各クラスの受付・試合開始時間など

の詳細は後日、ホームページ、またはインスタグラムにてお知らせいたします。 

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

日時：2021 年 7 月 4 日（日）  

      ９時開場受付 9 時 45 分試合開始 

 

場所：西宮市立塩瀬体育館  西宮市東山台５丁目１０番地１ 

                           

 

 

 

出場締め切り：２０２１年６月９日（水）最終必着 

 

大会事務局：〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園 3-3-16 プラージュ甲子園 2F 

                     TEL・FAX 0798-49-7150 

 

※参加費返金について 

6 月 9 日（水）迄に中止が決定した場合は申込金の全額返金、 

以降中止が決定した場合は申込金の 50％を返金とさせていただきます。 

【交通機関】 

ＪＲ西宮名塩駅から斜行エレベーター利用後 

徒歩 15 分 

または同駅阪急バス 4 番乗り場から「東山台 4 丁目

行」乗車、東山台 4 丁目下車、徒歩 5 分 



　　　　　

　 【初・中級クラス】

　　　　 　　

　【チャンピオンカップ予選クラス】

　

【判定規定】
①【一本勝ち】自滅でも同様　 A　打撃で一瞬でもダウン　　　　B　３秒以上の戦意喪失
②【技あり】 自滅でも同様    A 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あり

B　上段にクリーンヒット　　C　一時的に動きが止まる　　D　一時的に戦意喪失
E　下段蹴りで足をひきずる　　F　腹部へのダメージで体がくの字になる

③【反則】 A　掴み、掴んでの攻撃、掛け、抱え込み　B　掌底、正拳押し、相手の体に手・胸を付ける
C　頭突き、頭をつけての攻撃　D　手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り
Ｅ　下腹部（帯より下、股関節より上）への攻撃　Ｆ　背後からの攻撃、倒れた相手への攻撃
Ｇ　故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ　　　

              Ｈ　上段膝蹴り（小学生以下は反則、中学生以上は有効）Iその他審判が反則とみなした場合
④【失格】　 Ａ　注意４が与えられた場合　　Ｂ　一度の反則でも相手がドクターストップになった場合
　　　　　　 Ｃ　試合時間に遅れたとき　　　Ｄ　審判員の指示に従わない時

Ｅ　試合開始から判定が下されるまでの嘔吐はダメージと見なされ失格とする
Ｆ　規定体重を超えていた場合

⑤【判定優先順位】

　１本（失格）＞技あり＞ダメージ＞有効打＞攻撃数＞積極性

⑥【判定基準図解】 　　　　　技あり 　　技あり２（一本）

　　　　注意１　　　注意２　　　注意３ 　　　注意４（失格）
【注意事項】　Ａ ヘッドガードは主催者が用意いたします。チャンピオンクラスはマイヘッドガード（JKJO指定品）使用可 　

　　　　　　　　 Ｂ　サポーター類（全て布製）は各ご自持参ください。

　　　　　　　　　　ファールカップ・ひざサポーターも全クラス必要です。

　　　　　　　　※パッドの薄い物や危険と判断したものは主催者側準備品と交換させて頂きます。

 Ｃ　男子のインナーTシャツ、インナーサポーター禁止。　

              Ｄ　女子のインナーＴシャツは白色のみ着用可。　　　　　

また、チェストガードについては小３以上義務とします。（腹部まであるものや硬質のものは禁止。）

　参加者は大会前医師の診断を受けてください。診断書の提出は不要です。

不動心杯ジュニア大会ルール

インナーサポータ

インナーサポータ

インナーサポータ

（主催者準備）
○

（主催者準備）
○

決勝

　　　本戦１分　
延長1分（マストシステム）

　決勝

　　　　　　　　　　　　　　　　

１回戦～準決勝まで

本戦1分　
延長1分（マストシステム）

　１回戦～準決勝まで

本戦１分15秒 
延長1分（マストシステム）

　１回戦～準決勝まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　

本戦１分15秒　
延長1分(マストシステム）

　決勝

　【初心クラス】

幼年～中学生迄

幼年～中学生迄
（男・女）

（男・女）

※マスクまたはフェイスシールド着用

※マストシステムとは→必ずどちらかに勝敗が決まります。体重判定は行いません。※ルール改定の可能性あり

幼年～中学生迄
（男・女）

×

高校生
（男・女）

　本戦１分30秒→
延長１分（マストシステム）

　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）

本戦1分30秒→延長１分
→再延長１分

（マストシステム）



第１０回　不動心杯ジュニア新人空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場申込書

主　催 日本実践空手道　髙橋道場 開催日 ２０２１年７月４日(日）

後　援 西宮市・西宮市教育委員会 会　場 西宮市立塩瀬体育館
日本武道振興会 　

　大会事務局 　〒６６３－８１５４　兵庫県西宮市浜甲子園３－３－１６プラージュ甲子園２F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL・FAX　０７９８－４９－７１５０

　申し込み締切日　２０２１年６月９日（水）必着 　　　　　　　　参加費　6,000円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　初心クラス
　　※年数・試合出場数に限りはなく初心クラスまでの入賞無し（道内入賞・ベスト８・敢闘賞は問わず）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ご不明な場合はお問合せください）

・幼年男女混合

・小学１年男子の部 ・小学１年女子の部 ・小学２年男子の部 ・小学２年女子の部

・小学３年男子の部 ・小学３年女子の部 ・小学４年男子の部 ・小学４年女子の部

・小学５年男子の部 ・小学５年女子の部 ・小学６年男子の部 ・小学６年女子の部

・中学生男子の部

・中学生女子の部

※参加人数が少ない場合は統合または中止になる事があります

フリガナ

生年月日：平成　　年　　月　　日（　　）歳　　男　・　女
氏名

身長 cm 体重　　   kg

修行年数　　　　年　　　ヶ月　　　　　　現在級　　　級
現住所　〒

TEL　　　　　　－　　　　　－

所属道場

大会入賞歴（あれば必ずご記入ください）または代表者のコメント

私儀、本大会の大会規約に従い正々堂々と試合を行う事を誓います。
また、本大会における勝敗の判定に関して大会審判団に一任し、一切の

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年６月９日（水）必着

参加クラスに○をしてください

　　【初心クラス】



第１０回　不動心杯ジュニア新人空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場申込書

主　催 日本実践空手道　髙橋道場 開催日 ２０２１年７月４日(日）

後　援 西宮市・西宮市教育委員会 会　場 西宮市立塩瀬体育館
日本武道振興会 　

　大会事務局 　〒６６３－８１５４　兵庫県西宮市浜甲子園３－３－１６プラージュ甲子園２F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL・FAX　０７９８－４９－７１５０

　申し込み締切日　２０２１年６月９日（水）必着 　　　　　　　　参加費　6,000円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　初中級クラス
　　※初中級クラスにあがったものの初中級クラスでの入賞経験無し（ご不明な場合はお問合せください）

・幼年男女混合

・小学１年男子の部 ・小学１年女子の部 ・小学２年男子の部 ・小学２年女子の部

・小学３年男子の部 ・小学３年女子の部 ・小学４年男子の部 ・小学４年女子の部

・小学５年男子の部 ・小学５年女子の部 ・小学６年男子の部 ・小学６年女子の部

・中学生男子の部

・中学生女子の部

※参加人数が少ない場合は統合または中止になる事があります

フリガナ

生年月日：平成　　年　　月　　日（　　）歳　　男　・　女
氏名

身長 cm 体重　　   kg

修行年数　　　　年　　　ヶ月　　　　　　現在級　　　級
現住所　〒

TEL　　　　　　－　　　　　－

所属道場

大会入賞歴（あれば必ずご記入ください）または代表者のコメント

私儀、本大会の大会規約に従い正々堂々と試合を行う事を誓います。
また、本大会における勝敗の判定に関して大会審判団に一任し、一切の

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年６月９日（水）必着

参加クラスに○をしてください

　　【初中級クラス】



第１０回　不動心杯ジュニア新人空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　　  チャンピオンカップ予選クラス

　　　出場申込書

主　催 日本実践空手道　髙橋道場 開催日 ２０２１年７月４日(日）
後　援 西宮市・西宮市教育委員会 　 会　場 西宮市立塩瀬体育館

日本武道振興会

                                             参加クラスに○をしてください

チャンピオンカップ予選クラス
※２０２２年に開催予定の予選クラス　各クラス ベスト４迄が出場権利を獲得
　 チャンピオンカップへ進出し好成績を残した選手は各学校からの表彰検討をお願いします

   
・幼年男子 ・小学１年男子 　　　・小学２年男子
・小学３年男子（27kg未満・27kg以上） 　　　・小学４年男子（30kg未満・30kg以上）
・小学５年男子（35kg未満・35kg以上） 　　　・小学６年男子（40kg未満・40kg以上）
・中学１年男子（42kg未満・52kg未満・52kg以上）
・中学２．３年男子（47kg未満・57kg未満・57kg以上）
・高校生男子（60kg未満・70kg未満・70kg以上）

・幼年女子 　　　・小学２年女子
　　　・小学４年女子（30kg未満・30kg以上）

・小学５年女子（35kg未満・35kg以上） 　　　・小学６年女子（40kg未満・40kg以上）

　　　　
・高校生女子（48kg未満・55kg未満・55kg以上）

フリガナ

生年月日：平成　　年　　月　　日（　　）歳　　男　・　女
氏名

身長 cm 体重　　   kg

修行年数　　　　年　　　ヶ月　現在級　　　級　　　　段
現住所　〒

TEL　　　　　　－　　　　　－

所属道場

大会入賞歴（必ずご記入ください）または代表者のコメント

私儀、本大会の大会規約に従い正々堂々と試合を行う事を誓います。
また、本大会における勝敗の判定に関して大会審判団に一任し、一切の

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名 ㊞

　　　　　　２０２１年６月９日（水）必着

・中学２．３年女子（43kg未満・50kg未満・50kg以上）
・中学１年女子（43kg未満・43kg以上）

・小学１年女子
・小学３年女子（体重制限なし）
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