
第11回　日本武道振興会　『CHAMPION CUP２０２３ 決勝大会』

　　拝啓、時下益々 ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当振興会に格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

令和 5年 3月 26 日（日） 日本武道振興会主催による『CHAMPION CUP２０２３ 決勝大会』を開催する運びとなりました。

これもひとえに皆様のご支援、ご協力の賜物と深く感謝いたしております。

　出場権を獲得された団体及び選手におかれましては、青少年育成と空手道発展、普及、また、各流派との交流を目的とし

開催しておりますことをご理解いただき、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

＊高校生はオープン参加可能ですので是非、ご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

令和 5年　3月 26 日（日）　　開場・受付 /9 時　試合開始 /10 時

おおきにアリーナ舞洲　メインアリーナ

〒554-0042 大阪市此花区北港緑地 2-2-15TEL 06-6460-1811

10,000 円　　＊スポーツ保険は各自でご加入ください

日本武道振興会　

聖武会館、内田塾、拳聖塾、聖心會、成心會、高橋道場、飛心会、勇誠会、勇誠会 井上道場

申込方法

送付先

出場申込書、出場費を下記送付先：大会事務局に現金書留で郵送してください
各流派、団体、各支部でまとめて郵送してください

令和 5年 2月 20日（月）必着

〒661-0033　兵庫県尼崎市南武庫之荘３-１５-３　チャンピオンカップ大会事務局　葉山

申込締切日

開催日時

会場

出場費

主催団体

■CHAMPION CUP出場選手名、試合写真や動画を公式ホームページや SNSで使用します。あらかじめご了承ください。

■出場申込後の出場費の返金は致しません。また感染対策による開催の中止、警報及び災害により、大会中止要請が出た

　場合の返金も致しかねます。あらかじめご了承ください。
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出場申込書 開催日：令和 5年 3月 26 日（日）　会場：おおきにアリーナ舞洲

私議、本大会に出場するにあたり、試合における勝敗判定に関して大会審判委員会及び審議委員に一任し、一切の異議申したて
しない事を確約します。また大会参加中のいかなる事故に対しても全て自己責任とし、主催者及び主催関係者に責任を追求せず、
一切の請求を行わないことを確約します。

チャンピオンカップ大会実行委員会　殿

令和 5年　　　　月　　　　日 保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  印

◯　幼年男子

◯　小学１年生男子

◯　小学 2年生男子

◯　小学３年生男子 （29Kg 未満）

◯　小学３年生男子 （29Kg 以上）

◯　小学４年生男子 （32Kg 未満）

◯　小学４年生男子 （32Kg 以上）

◯　小学 5年生男子 （37Kg 未満）

◯　小学５年生男子 （37Kg 以上）

◯　小学６年生男子 （42Kg 未満）

◯　小学６年生男子 （42Kg 以上）

◯　幼年女子

◯　小学１年生女子

◯　小学 2年生女子

◯　小学３年生女子 

◯　小学４年生女子 （32Kg 未満）

◯　小学４年生女子 （32Kg 以上）

◯　小学 5年生女子 （37Kg 未満）

◯　小学５年生女子 （37Kg 以上）

◯　小学６年生女子 （42Kg 未満）

◯　小学６年生女子（42Kg 以上）

氏名

住所

所属道場

身長

ふりがな
生年月日
学年 /性別

修業年数

平成　　　　　年　　　　月　　　　　日　　　　　歳

幼年・小学・中学・高校　　　　　年生　　　男　・　女

〒

TEL：

支部 年　／ 級・段

入賞歴体重　　　　　　　Kg　　／　　身長　　　　　　　　　　㎝

◯　中学 1年生男子 （44Kg 未満）

◯　中学 1年生男子 （54Kg 未満）

◯　中学 1年生男子 （54Kg 以上）

◯　中学２･３年生男子 （49Kg 未満）

◯　中学２･３年生男子 （59Kg 未満）

◯　中学２･３年生男子 （59Kg 以上）

◯　高校生男子 （60Kg 未満）

◯　高校生男子 （70Kg 未満）

◯　高校生男子 （70Kg 以上）

◯　中学 1年生女子 （45Kg 未満）

◯　中学 1年生女子 （45Kg 以上）

◯　中学２･３年生女子 （45Kg 未満）

◯　中学２･３年生女子 （52Kg 未満）

◯　中学２･３年生女子 （52Kg 以上）

◯　高校生女子（48Kg 未満）

◯　高校生女子 （55Kg 未満）

◯　高校生女子 （55Kg 以上）

男子の部 女子の部

出場クラスにチェックを入れてください

■各クラス出場人数が２人以下の場合は参加を辞退していただく場合がございます。ご了承ください。

申込方法

送付先

出場申込書、出場費を下記送付先：大会事務局に現金書留で郵送してください
各流派、団体、各支部でまとめて郵送してください

令和 5年 2月 20日（月）必着

〒661-0033　兵庫県尼崎市南武庫之荘３-１５-３　チャンピオンカップ大会事務局　葉山

申込締切日

■CHAMPION CUP出場選手名、試合写真や動画を公式ホームページや SNSで使用します。あらかじめご了承ください。
■出場申込後の出場費の返金は致しません。また感染対策による開催の中止、警報及び災害により、大会中止要請が出た場合の返金も致しかねます。



日本武道振興会　『CHAMPION CUP 決勝大会』　試合規約

第11回　日本武道振興会　『CHAMPION CUP２０２３ 決勝大会』

幼年～中学生男女

高校生男女

ヘッドガード

◯（面あり）

×

拳サポーター

◯

×

脛サポーター

◯

男×・女◯

膝サポーター

◯

◯

チェストガード

男×・女◯

男×・女◯

ファールカップ

男◯・女×

男◯・女×

幼年

小学生

中学生

高校生男女

・女子チェストガードは小学 3年生以上は着用義務とします。腹部まであるもの、硬質なものは禁止です。
・ヘッドガード、サポーター類（全て布製）は出場者が持参してください。
・サポーターのパッドが薄いもの、布製でないもの、著しい劣化で危険と判断された場合は主審の判断で使用を禁止する場合があります。
・男子のインナーシャツ、インナーサポーターは禁止。女子のインナーシャツは白のみ着用可とします。

・軽量の際、上は Tシャツ、下は道着を着用で規定体重より１Kg以上オーバーする場合は失格となります。
・感染症対策の為、試合以外はマスクの着用してください。
・セコンドの方は必ずマスクを着用してください。
・派手な髪型（過度の染髪やデザイン剃り込みなど）での出場は禁止する場合が有ります。
・大会参加前は各自スポーツ保険に加入すること。
・当日の事故や怪我、盗難についての責任は主催側は一切負わないこととする。

＊マストシステム→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。

１本
（失格）

技有り ダメージ 有効打 攻撃性 積極性

注意１ 注意２ 注意３ 注意４→失格

技有り１ 技有り２→１本

１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
・技有２で１本勝ちとする

技有り（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
・腹部のダメージで身体がくの字になる

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、相手の身体に手や胸を付ける
・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
・故意に場外へ出ること、審判が判断した技のかけ逃げ
・上段膝蹴りは小学生までは×、中学生以上は◯
・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
・1度の反則であっても相手選手がドクターストップとなった場合
・試合時間に遅れた場合
・審判員の指示に従わない場合
・試合開始から判定が出るまでの嘔吐はダメージとみなされ失格とする
・規定の体重を超えていた場合

防具・着衣規定

禁止・注意事項

判定規定

試合時間 判定優先順位

判定基準図解

本戦

1分３０秒

1分３０秒

1分３０秒

2分

延長

1分

1分

1分

2分

決勝戦のみ再延長

1分

1分

1分

2分

（マストシステム） （マストシステム）


