
第 26回近畿空手道選手権大会

大会要項

【日時】　令和元年 9月 29 日（日）　9：00 集合　10：00 開会式
【会場】　浜甲子園運動公園体育館（〒663-8143　兵庫県西宮市枝川町 20）
【クラス】　
初級クラス（入賞経験なし）幼年~中学生　男女別
中級クラス ( 入賞経験あり）　幼年~中学生　男女別
一般クラス　体重別　初級（白帯~4級程度）　中級（1級まで）　上級　
【試合規約】　別紙参照

第 15回近畿マスターズ空手道選手権大会
【クラス】　
初級クラス　体重別　（白帯~4級程度）　35 才以上
中・上級クラス (40 才以上は黒帯可）　　
【試合規約】　別紙参照

第 1回ジャパンアスリートカップ近畿予選大会
【日時】　令和元年 9月 29 日（日）　13：00 集合　13：30 試合開始
【会場】　浜甲子園運動公園体育館（〒663-8143　兵庫県西宮市枝川町 20）
本大会は第 3回ジャパンアスリートカップ選抜大会となります。
≪Ｊ・Ａ・Ｃへの出場資格≫
幼年～高校生Ｊ・Ａ・Ｃ選抜クラス
上記の優勝者・準優勝者には出場権利が与えられます。 
【試合規約】　別紙参照

【参加費】全クラス 6,000 円　【締切】8 月 27 日必着
【申込先】〒530-0033　大阪府大阪市北区池田町 3-1 ぷららてんま 2F
　　　　　　ぷららクラブ　聖武会館近畿大会事務局　TEL0798-23-0071　FAX0798-23-0098

㊟　駐車場が満車の場合は並ばずに速やかに他の駐車場におまわり下さい。
　　公共交通機関のご利用　又は団体様別の乗合にご協力お願いいたします。
 申込後、参加料の返金は出来ませんので御了承ください。
（注）感染症の流行や天災により開催できない場合は出場費の7割を返金いたします。
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第 26 回近畿空手道選手権大会

第15回近畿マスターズ空手道選手権大会

第 1回ジャパンアスリートカップ近畿選抜大会

参加申込用紙
【開催日】令和元年 9月 29 日（日）　　　　　【会場】西宮浜甲子園運動公園（兵庫県西宮市）

指導者コメント

ふりがな

氏名
性
別男・女

生年月日
昭和　　　平成

年　　　　月　　　　日　　　歳

学年

所属道場名

住所 〒 連絡先

身長 cm 体重 kg 修行年数 約　　年 最高入賞歴
大会名　　　　　　　　　　　　　　　　　順位

     近畿大会ジュニア   クラス選択         □初級　　　　□中級

Ｊ・Ａ・Ｃ選抜

近畿大会一般部

□幼年の部 　 □小学 1年生　男子 女子  　□小学 2 年生　男子　女子   　 □小学 3年生　男子　女子    

□小学 4年生 男子　女子    □小学 5年生　男子　女子    □小学 6 年生　男子　女子    □中学 1 年生 　 -45kg  男子    

□中学 1年生　　+45kg　男子   □中学 2,3 年生　-50kg　男子　　□中学 2,3 年生　+50kg　男子  

□中学 1年生　  -43kg  女子　□中学 1年生  　+43kg　女子 □中学 2,3 年生　-48kg　女子□中学 2,3 年生  +48kg　女子

□65kg 未満クラス　□75kg 未満クラス　□75kg 以上クラス　　

午前の部

□70kg 未満クラス　□70kg 以上クラス

□幼年の部 　  　      □小学 1年生　男　女 　□小学 2年生　男　女 　□小学 3年生　男　女 　□小学 4年 -30kg 男子

□小学 4年 +30kg 男子 　□小学 5年 -35kg 男子　 □小学 5年 +35kg 男子 　□小学 6年 -40kg 男子 　□小学 6年 +40kg 男子

□小学 4年 -30kg 女子 　□小学 4年 +30kg 女子 　□小学 5年 -35kg 女子　 □小学 5年 +35kg 女子 　□小学 6年 -40kg 女子 

□小学 6年 +40kg 女子 　□中学 1年 -50kg 男子 　□中学 1年 +50kg 男子　 □中学 2年 -55kg 男子 　□中学 2年 +55kg 男子

□中学 3年 -60kg 男子 　□中学 3年 +60kg 男子 　□中学 1年 -40kg 女子　 □中学 1年 +40kg 女子 　□中学 2年 -45kg 女子

□中学 2年 +45kg 女子 　□中学 3年 -50kg 女子 　□中学 3年 +50kg 女子 　□高校生 -55kg 男子     □高校生 -65kg 男子

□高校生 +75kg 男子　　 □高校生 -45kg 女子     □高校生 -55kg 女子     □高校生 +55kg 女子

　　クラス選択    □初級　　□中級　　□上級

午後の部

近畿大会マスターズ クラス選択    □初級　　　　□中上級

申込先 〒530-0033　大阪府大阪市北区池田町 3-1　ぷららてんま 2F
ぷららクラブ内　聖武会館近畿大会事務局　TEL　0798-23-0071

2019 年 8月 27 日必着

※小学生クラスは男子か女子どちらかに〇をしてください　出場クラスに☑してください。
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試合規約

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
一般初級 〇 〇 〇 〇 × ×
一般中級 〇 任意 〇 〇 × ×
一般上級 × × × 〇 × 〇

幼年~中学生 〇 〇 × 〇 小学生以下義務 ×

近畿空手道選手権大会
【試合時間】
ジュニアクラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム
一般クラス　　　本戦 2分→延長 1分　マストシステム

【防具】

近畿マスターズ空手道選手権大会
【試合時間】
マスターズクラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム

【防具】

【防具】

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
初級 〇 任意 〇 〇 × ×
中上級 〇 任意 〇 〇 × ×

ジャパンアスリートカップ近畿選抜大会
【試合時間】
全クラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
幼年~小2 〇 任意 × 〇 × ×
小3~小6 〇 任意 〇 〇 × ×
中学以上 〇 任意 〇 〇 × 〇
女子 〇 任意 小学3年生以上 〇 小学3年生以上 ×

手足サポーターは布製に限る。女子の 2重の胸部サポーターは×。胸部サポーター、ヘッドガードは主催者用意

手足サポーターは布製に限る。ヘッドガード、膝サポーターは主催者用意

手足サポーターは布製に限る。ヘッドガードは面無しに限る



対戦相手の間違い　時間計測ミス　アクシデントの場合は再試合といたします。
何らかの理由で当日トーナメントに参入する場合がありますのであらかじめ御了
承ください。　

 判定優先順位 

   一本（失格）  ＞  技あり  ＞  ダメージ  ＞  有効打  ＞  攻撃数  ＞  積極性  

一本勝ち 

ア． 反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等を瞬間的に決め、相手選手が一瞬でもダウンしたとき。 

イ． 相手選手が３秒以上戦意を喪失したとき。 

ウ． 「技有り」２本を取ったとき。 

 

技あり 

ア．反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等を瞬間的に決め、相手選手の動きが一時的に止まった時。

 イ．相手選手が一時的に戦意を喪失したとき。 

ウ．蹴りが上段にクリーンヒットしたとき。（ガードしていても、ダメージがあった場合も技あり） 

エ．相手選手を宙に浮かせ背中から転倒させたとき。  

オ. 下段蹴りで足を引きずったり、腹部へのダメージで体がくの字になったとき。 

判定 

ア．一本勝ち･失格がない場合は、審判 3名のうち2名以上の判断を有効とする。

イ．最終延長戦は優位性を見出し必ずどちらかに決める。マストシステム 

ウ．注意がある場合は、判定基準に基づく。 

反則 

ア．拳・手刀・貫手・肘等手技による顔面殴打及び首への攻撃。手先が軽く触れても 反則となる場合

も有り得る。ただし、顔面を牽制することは自由である。 

イ．急所（下腹部）への攻撃。 

ウ．頭突き。 

エ．掴み（道着・手足を掴む）や掛け（肩・首・頭部・体への手掛け）。 

オ．押し。（掌底・拳・頭・体等によって相手を押した場合。片手で押しても反則である） 

カ．押さえ。（手・腕で押さえる） 

キ．抱え込み。（先に抱え込んだ方が反則である） 

ク．頭、体を付けての攻撃。 

ケ．背後からの攻撃。 

コ．倒れた相手への攻撃。 

サ．掛け逃げ。（技を仕掛けているように見せて逃げる） 

シ．関節蹴り、投げ技。 

ス．場外に逃げた場合。  

セ．上段への膝蹴り（小学生以下・中学生初級は反則。一般上級クラス　中高生選抜クラスは有効） 

ソ．悪質な試合態度とみなされたとき。 

タ．「止め」の後の攻撃。 

チ．以上の他、審判員が特に反則とみなした場合。 

 

注意 

ア．選手は反則を犯した場合「注意１」が与えられる。 「注意２で減点1」

イ．故意、悪質な反則とみなされた場合、または反則によるダメージが大きい場合は１回で「減点１」と

なる場合がある。 

ウ．「減点２」で失格となる。 

 

失格 

ア．試合中審判の指示に従わない場合。 

イ．試合時刻に遅れた場合。 

ウ．一度の反則でもドクターストップになった場合。 

エ．粗暴な振る舞い、とくに悪質な反則、とくに悪質な試合態度とみなされた場合。 

オ．「始め」から判定が決まるまでに嘔吐した場合。 

  カ．計量　Tシャツ　空手着ズボンで計測　規定体重より3kg未満の過重は減点１からスタート　3kg以上は失格　着衣は500ｇとする。

キ．「減点２」となった場合。 

試合規約
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