
「第 12回関西ジュニア新人空手道大会」参加者募集のお知らせ 

 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別の御厚意を賜り誠にありがとうございます。 

 

さて、この度当会主催により 2022 年 6 月 5 日（日）に「第 12 回関西ジュニア新人空手

道大会」を開催する運びとなりました。そのお知らせと出場者募集の案内をご送付させて

いただきます。 

コロナ禍で開催することを悩みましたが空手を続けていく上で子供たちに目標を与える

ことが必要だと思い開催を決定致しました。 

大会未入賞や空手経験が浅い選手対象(それと同等の力量の選手)の「初心クラス」そして

新人戦や初心クラスでなら入賞したことがあるという選手対象(それと同等の力量の選手)

の「初級クラス」。 

初級で入賞したことはあるがまだ上級は厳しいという選手、上級に出たことはあるが 1

回戦をなかなか突破できない選手対象の「中級クラス」です。 

さらに今年も日本武道振興会チャンピオンカップ決勝大会に出場する選手を選考する予

選クラスも開催致します。 

この予選クラスは特に制限はありません。 

各クラスの参加資格に沿って出場していただきますようよろしくお願いします。また参

加クラスがわかりにくい場合は遠慮なくお問い合わせ下さい。 

どのクラスもレベルの違う選手が参加することのないように趣旨をご理解いただいた上

で出場していただきますよう、ご協力よろしくお願いします。 

コロナ感染の様子を見ながら開催に向けて進めていきますので途中変更などがあるかも

しれませんがご理解ご協力宜しくお願い致します。 

敬具 

 

 

 

                  日本武道振興会 勇誠会 井上道場 

                           井 上   真 



第１２回 関西ジュニア新人空手道大会 

 

日 時 ：２０２２年６月５日（日） 

午前９：００開場・各流派団体受付 ９:４５試合開始予定（開会式無し） 

*出場人数によっては、2部制または3部制で行います。 

場 所 ：箕面市立第一総合運動場スカイアリーナ 

   （大阪府箕面市新稲２丁目１５番４５号 ℡072-724-3440） 

        ＊駐車場は少ないので、なるべく乗り合わせるか公共交通機関をご利用ください 

参加費：全クラス 6,000円  

※申込後は出場如何に関わらず参加費の返却はできませんのでご了承ください。但し天災や行政の規制等、 

やむを得ない事情で開催できない場合は1か月前までは全額返金、以降は50％返金とさせて頂きます。 

    （弁当なし、各種保険は所属流派で加入しておいてください） 

主 催 ：日本空手道 勇誠会 井上道場 

後 援 ：日本武道振興会・大阪府教育委員会（予定）・箕面市教育委員会（予定） 

    チャンピオンカップ予選クラス優勝者は後日、学校に報告させて頂きます。 

申込先：〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7-7 D136-103 

               勇誠会 井上道場 （井上 真）宛 

          Fax：06-6834-9434 ☎090-3966-6947   

＊各団体一括で参加費同封の上、現金書留にて郵送願います。 

締 切 ：2022年 4月 20日（水）必着 厳守願います！！ 

 

 

出場資格 

初心クラス…初心者のためのクラス。大会において未入賞か、もしくはそれと同レベルとみられる選手。 

初級クラス…初心クラスで入賞したことがある、もしくは初級クラスで入賞したことはあるが以降何年も 

入賞していない。または入賞経験はないが、初心よりは力がついてきていると見られる選手。 

中級クラス…初級で入賞した事がある、もしくは上級に出た事はあるが１、２回戦で負けている。 

上級クラス…チャンピオンカップ予選クラス。出場制限はありません。 

＊今大会では各クラスの出場資格に入賞歴は基準としておりません。入賞歴の有無にかかわらず、各選手の実力を鑑みて

正しくご判断いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。つまり、入賞歴が無くとも実力が初心レベルを超えている

と判断できる選手は、初級クラスでお申し込み下さい。選手たちが安心して出場できる大会実現のため、ご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 



試合時間及びルール 

クラス 全試合 

初心 本戦 1 分→延長 1 分（マストシステム） 

初級・中級 本戦 1 分 30 秒→延長 1 分（マストシステム） 

チャンピオンカップ予選 

幼年～中学生 
本戦 1 分 30 秒→延長 1 分（マストシステム） 

高校生 本戦 2 分→延長 2 分（マストシステム） 

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。 

クラス ヘッドギア 拳サポーター 脚サポーター ファールカップ 膝サポーター 胸サポーター 

初心 ○ ○ ○ ○女子は任意 △ ○ 

初級・中級 ○ ○ ○ ○女子は任意 △ ○ 

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｶｯﾌﾟ予選 

幼年～中学生 
○ ○ ○ ○女子は任意 

○ 

小 3 以上 

○ 

小 3 以上の女子 

高校生 ○ ○革製可 ○ ○女子は任意 ○ ○女子のみ 

 

  

 

【一本勝ち】自滅も同様 ○打撃で一瞬でもダウン ○3 秒以上の戦意喪失 

【技あり】自滅も同様 

○完全に宙に浮かせ背中から転倒させた場合、下突きがなくても技あり ○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 

【反則行為】 

○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、胸をつける ○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掛け逃げ ○上段膝蹴り（ﾁｬﾝﾋﾟ

ｵﾝｶｯﾌﾟ予選ｸﾗｽの中学生以上は有効）○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ﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟになった場合  

○試合時間に遅れた時 ○審判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 

≪防具≫ 

≪判定規定≫ 

≪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

≪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≫ 

○防具類は、できるだけ各自で用意してください。 

○ヘッドガードは全クラス面付き（全体を覆うシールドまたはマスクを着用）＊カラーは問いません。 

初心、初級、中級クラスの胸サポーターはマーシャルワールド「CP11」又は同タイプで、肩、腹部にパットのついていない物を 

使用してください。 

上級クラス小 3 以上の女子は、ブラジャータイプを使用してください。 



 第12回　関西ジュニア新人空手道大会　参加申込書
ふりがな 生年月日 　　　　　　　　年 齢　　　　学年

選手氏名 　　　　年　　　月　　　日

住所 〒

緊急連絡先 氏名

所属流派・
支部名 修行年数 年 　　　　月

現在級 身長 ｃｍ 体重 ｋｇ　　学校名

出場クラス(下記の表から参加する種目(　)内数字をご記入ください）　➡ No.（　　）
学年 性別 初心 初級 中級

年少 男・女 (1)

年中 男・女 (2) (14)

年長 男・女 (3) (15)

小学1年 男・女 (4) (16) (28)

小学2年 男・女 (5) (17) (29)

男子 (6) (18) (30) (43)  27kg未満 (44)  以上

女子 (7) (19) (31)

男子 (8) (20) (32) (46)  30kg未満 (47)  以上

女子 (9) (21) (33) (48) 30kg未満 (49)  以上

男子 (10) (22) (34) (50) 35kg未満 (51)  以上

女子 (11) (23) (35) (52) 35kg未満 (53)  以上

男子 (12) (24) (36) (54) 40kg未満 (55)  以上

女子 (13) (25) (37) (56) 40kg未満 (57)  以上

男子 (26) (38)

女子 (27) (39)

男子 (58) 42kg未満 (59) 52kg未満 (60) 52ｋｇ以上

女子 (61) 43kg未満 (62)  以上

男子 (63) 47ｋｇ未満 (64) 57ｋｇ未満 (65) 57ｋｇ以上

女子 (66) 43kg未満 (67) 50ｋｇ未満 (68) 50ｋｇ以上

男子 (69) 60kg未満 (70) 70kg未満 (71) 70kg以上

女子 (72) 48ｋｇ未満 (73) 55ｋｇ未満 (74) 55ｋｇ以上

大会出場歴：　　　　回 大会での入賞回数　　　　回

連絡先(携帯）

　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　          　印

小学3年

小学4年

小学5年

小学6年

中学1年

中学2、3年

(41)

(42)

上級・チャンピオンカップ予選

中学生

高校生

私は本大会に出場するにあたり、試合における勝敗の判定に関しては大会審判委員及び審議委員に一任し、一切の異議を
申し立てない事を誓います。又、本大会における試合中のいかなる事故に対しても事故の責任として、主催者側に責任追及
しない事をここに誓います。大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。

＊大会当日の学年で出場クラスに○をしてください。注：記入間違いは失格となります。
＊各クラス出場人数が少ない場合は廃止、または統合する場合あり

氏名

※申込締切日：2022年4月20日　必着

道場責任者 選手に対するコメント（デビュー戦、特に弱い、等なんでも結構です）

男・女

*年少・年中・年長の初心・初級クラスは男女
混合で行います。

道場所在地

(45)

(40)
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