
入賞経験なしクラス
入賞経験ありクラス
JAC選抜クラス

高校生  体重別  男女別
年少部～中学生迄  各学年  男女別

初級クラス　3級以下
中級クラス　2級・1級

女子部
マスターズ
一般部

令和３年 １０月２３日（土曜）

※各自で保険に加入している事が出場の条件になります。

令和３年１１月２８日（日曜）

2021
OKINAWA ROOKIE CHALLENGE TOURNAMENT

沖縄空手道新人戦

嘉手納スポーツドーム（嘉手納町屋良1021－12）

ジ ュニアクラス  集合 10:009:00
14:0013:00

開始 

中学＆高校＆一般 集合 開始

￥3,000
￥5,000一般•高校生

中学生まで

〒904-0102 北谷町伊平458-1　WKO武道センター

TEL：090-8937-0890

現金書留にて

全国各流派・会派

WKO世界組手連盟JAPAN

※Ｊ・Ａ・Ｃ本大会権利獲得者の方は出場をお控えください。

本大会は第4回ジャパンアスリートカップ(J・A・C)選抜指定大会となります。

幼年～高校生上級各クラスの 優勝者・準優勝者に
J・Ａ・Ｃへの出場権利が与えられます。

≪J・A・C出場資格≫

※3名以内のトーナメントに出場の場合は優勝者のみ権利獲得となります。



ジュニアクラス ヤング・マスターズクラス 一般・一般女子・高校生

大会内容

高校生、一般中級クラスのみ上段膝蹴りを有効とする。
（ボディーへの膝蹴りのみ有効とする。）

1.  選手は大会当日、ジュニアクラスは午前９時、中学生＆高校生＆一般クラスは13時に大会会場に集合すること。

（各自で保険にご加入下さい。）

延長戦なし



①ロータスクラブ製
KENスポーツ製

②マーシャルワールド製
イサミ製

面が付いてないものは
使用不可

試合で着用して良いもの 試合で着用できないもの

飛沫防止シールドについて
主催者側で用意したヘッドギアについては、あらかじめ内側に飛沫防止シールドを装着しています。

ご持参のマイヘッドギアについては、下記リンク先を参考に飛沫防止シールドを作成してください。

飛沫防止や組手使用に耐えられない物は、お断りする場合もございますので予めご了承ください。

②のタイプについては、各サイトで専用のインナーシールドが販売されております。

新型コロナウイルス感染防止対策

ヘッドギア規定
主催者は①の面付きヘッドギアを用意します。ご持参のマイヘッドギアを使用可能ですが、

試合中の頭部接触による事故防止のため、面付きの物に限り認めます。

いずれのタイプも必ず飛沫防止シールドを取り付け、各自で消毒をお願いします。

ジュニアクラスはヘッドギア着用、一般クラスはマスク着用して試合をおこないます。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、マイヘッドギアの着用を推奨します。

お持ちでない方は、主催者で用意したヘッドギアを消毒してご利用ください。

プロテクターについては貸し出しいたしません。別紙：大会内容を参照のうえ各自でご用意ください。

その他のコロナ対策について、入場制限や時間差でのトーナメント進行など最大限の予防対策を講じ

ますが、大会直近の状況を見て判断しますので、日程が近くなりましたら改めてお知らせいたします。

イサミ製
飛沫防止シールド

マーシャルワールド製
飛沫防止シールド

飛沫カット
インナーシールド販売サイト

面付きヘッドガード用
シールド型紙



※参加人数によりクラスが
　統合になる場合もあります。

※ウエイト制参加選手は
　当日計量があります。

※初級・中級クラスは一般新人戦に
　出場してください。

53kg以上

75kg以上75kg未満65kg未満

53kg未満

☆高校男子

☆高校女子

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり入賞経験なし

入賞経験あり

ジュニア

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

中・上級（３級以上）

男女混合

※正確な数値をご記入ください。

大会委員長殿
私議、上記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々競技することを誓います。
また、本大会中における負傷・事故につきましては、主催者側にその責任の一切を問いません。

☆中学 2.3 年男子

☆中学１年男子

※大会にて入賞
　（3位以上）が
　ある場合は
　入賞経験ありに
　チェックして
　ください。

入賞経験なし

入賞経験なし 入賞経験あり

入賞経験なし 入賞経験あり

入賞経験なし 入賞経験あり

優勝 回 準優勝・ 回 3位・ 回

☆中学女子

（各自で保険にご加入下さい。）

選手は大会当日、ジュニアクラスは午前９時、中学生＆高校生＆一般クラスは13時に大会会場に集合すること。

2021
OKINAWA ROOKIE CHALLENGE TOURNAMENT

沖縄空手道新人戦

JAC選抜クラス初級クラス（ 4級以下）

中学小学幼年



住　所

出　
場
ク　
ラ
　ス　
を
　○
　で
　囲
　む

①一般の部　初級クラス（3級まで） ②一般の部　中級クラス（1・2級）

Ｃ:軽・中量級（70kg未満）
Ｄ:重量級（70kg以上）

Ａ:軽・中量級（70kg未満）
Ｂ:重量級（70kg以上）

⑤マスターズ（42才以上）初級クラス（3級まで）

ｉ:軽・中量級（70kg未満）

Ｊ:重量級（70kg以上）

Ｋ:軽・中量級（70kg未満）

Ｌ:重量級（70kg以上）

③ヤングマスターズ（35～41才）初級（3級まで）

Ｅ:軽・中量級（70kg未満）

Ｆ:重量級（70kg以上）

Ｇ:軽・中量級（70kg未満）

Ｈ:重量級（70kg以上）

⑦女子の部　2クラス

Ｍ:初級クラス（3級まで）
無差別級

Ｎ:中級クラス（1・2級）

級
所　属
流　派

修行

年数

TEL
携帯

生年月日
性　別

　 　年　 　月　 　日　満 　 才

年　　　　　ヶ月

氏　名
フリガナ

参加選手注意事項
1.選手は大会当日、13時に大会会場に集合すること。
2.試合中の怪我や事故につきましては、主催者は一切責任を負いません。

3.もし何かの理由で参加不可能になった場合は、必ず大会委員会まで連絡すること。

　

4.頭髪の毛染め・脱色・ピアス等、大会の趣旨にふさわしくない身形をしていた場合、
　受付時に出場をお断りしますのでご注意ください。
5.安全性を図る上で、申込書の記入（身長・体重）は正確にお願い致します。

（　　　　）
（　　　　）

参加申込書

男・女

｝
※有段者の方は出場できま
    せん。

※参加人数によりクラスが
　統合になる場合もあります。

大会委員長殿
私議、上記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々競技することを誓います。
また、本大会中における負傷・事故につきましては、主催者側にその責任の一切を問いません。

(選手が未成年の場合、保護者印が必要）

一 般 用

※正確な数値をご記入ください。 優勝 回 準優勝・ 回 3位・ 回

（各自で保険にご加入下さい。）
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沖縄空手道新人戦

④ヤングマスターズ（35～41才）中級（1・2級）

⑥マスターズ（42才以上）中級クラス（1・2級）

※ウエイト制参加選手は
　当日計量があります。



スポンサー広告　一覧表

（金・銀・銅メダル）

各￥100 ,000

￥100 ,000

選手ゼッケン広告
【全てナンバーのゼッケンに記載されます】

SAMPLE

￥５,０００

￥10,０００

￥20,０００

￥40,０００

2.
・メダル
・表彰盾

SAMPLE

3.

 トロフィー協賛

 選手ゼッケン広告

1. パンフレット広告

沖縄銀行 北谷支店（普通）１４２５６１８ 杉原　正康（スギハラ マサヤス )

広告料は名刺もしくは内容を添えて下記載の [銀行振込] 又は[現金書留] でお願い致します 。大会協賛広告
お申込方法・締切

銀行振込先

〒９０４－０１０２ 沖縄県北谷町伊平４５８－１ Ｗ・Ｋ・Ｏ武道センター 杉原　正康 宛現金書留
広告原稿

(株 )○○○○

送付先] ＴＥＬ　０９０-８９３７-０８９０   ＦＡＸ　０９８-９３６-７２１ １

広告締切り　２０2 1 年  10月 23日　（土）

※原稿と使用データー（ロゴ・写真）及び使用カラー等の指示書を上記まで送付下さい。
※指示書が無い場合は当方に一任させて頂きます。ロゴ・写真は、必ずデーターでお願い致します。

①

①A4サイズ・1/10ページ広告

②A4サイズ・1/5ページ広告

③A4サイズ・1/2ページ広告

②

③

④

④A4サイズ・1ページ広告

・トロフィー

SAMPLE


