
Ｗ・Ｋ・Ｏ ジャパンアスリ－トカップ選抜大会 
2021 CHALLENGE SPIRIT CUP（CS CUP） 

関東ジュニア空手道選手権大会 
 
【開催日時】 令和３年１２月１９日（日） 開場・受付 8:45 予定 

※開会式、閉会式は行いません。 
※集計後、何部制かに分け時間を変更する場合がございます。その場合、各道場にご連絡します。 

 
【大会会場】 埼玉県吉川市総合体育館 大体育室 

埼玉県吉川市上笹塚 1 丁目 58-1  TEL048-982-6800 ※会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。 
 
【 主 催 】 特定非営利活動法人 真士会 
 
【 協 力 】 W・K・O 世界組手連盟 
 
【競技内容】 フルコンタクト空手ル－ル 
 
【参 加 費】 全クラス １人５，０００円 ※参加賞、お弁当はございません。 
 
【参加資格】 空手の試合に耐えることの出来る健康な男女で、空手修行経験者による監督、指導を受けている者。 

各自で必ずスポ－ツ保険に加入の事。 
 
【ジャパンアスリ－トカップ選抜資格】 
上級クラス出場者３名以下のト－ナメントの場合 ⇒ 優勝者の１名に出場権利が与えられます。 
上級クラス出場者４名以上のト－ナメントの場合 ⇒ 優勝者、準優勝者の２名に出場権利が与えられます。 
※繰上げはございません。 

 
【競技内容】 フルコンタクト空手ル－ル（全クラス１回戦から決勝戦までヘッドガ－ド着用となります） 
 
【競技規定】 判 定 

・主審１名、副審２名または４名の主審同時上げとする。 
・一本勝ち、技あり（２回で合わせ一本勝ち）、判定勝ち、反則ないし失格で判定される。 
※試合中、主審を中心とし審判員同士で協議、判断、決定することができる。 

※主審の権限によりドクタ－ストップ、失格等により試合中止もあり得る。 

※判定や協議結果、判断、決定に対する抗議等は一切認めない。 

有効技 
・手による顔面、首、金的以外への攻撃。 
・足による金的以外への攻撃（上段ヒザ蹴りは上級クラス中学生以上は有効とする）※関節蹴りは反則。 
一本勝ち 
・相手に対して反則箇所を除き突き、蹴りなどでダメ－ジを与え、３秒以上倒した場合。 
・技ありを２回取った場合。 
・相手が戦意喪失した場合。 
技有り 
・相手に対して反則箇所を除き突き、蹴りなどでダメ－ジを与え、３秒以内に立ち上がった場合。 
・相手に対して反則箇所を除き突き、蹴りなどでダメ－ジを与え、動きが止まった場合。 
・上段蹴りがクリ－ンヒットした場合。（中学生以上は上段ヒザ蹴り含む） 
・技を仕掛けた選手が転倒した時にタイミング良く下段突きを決めた場合。 
反 則 
・金的への攻撃、頭突き、掛け、抱え込み、押し、関節蹴り、手による顔面、首への攻撃。 
・倒れた相手への攻撃。および背後からの攻撃。 
・上段ヒザ蹴り。（上級クラス中学生以上は有効とする） 

・審判が消極的または掛け逃げと判断した場合、反則アピ－ルを行った場合は注意することができる。 

・主審が悪質と判断した反則、試合の進行を妨げる行為と判断した場合は即刻、減点または失格もあり得る。 

※反則には注意が与えられ、注意２で減点１、減点２で失格となる。 

※反則技は故意、偶発的に関わらず全て反則となる。 

 



【 試 合 時 間 】 本 戦 延長戦（マスト） 再延長戦（マスト） 上段ヒザ蹴り 

初級クラス 幼年・小学生・中学生 １分３０秒 １分 × × 

上級クラス 幼年・小学生・中学生 １分３０秒 １分 １分 ※決勝戦のみ 幼年・小学生 × ・ 中学生 ○ 

上級クラス 高校生 ２分 ２分 １分 ※決勝戦のみ ○ 

 
初級・上級 ヘッドガ－ド 拳サポ－タ－ スネサポ－タ－ ヒザサポ－タ－ ファ－ルカップ チェストガ－ド 

幼年～小学２年（男子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  △（任意）  ○（必須）  ×（不可） 

幼年～小学２年（女子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  △（任意）  △（任意）  △（任意） 

小学３年～小学６年（男子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ×（不可） 

小学３年～小学６年（女子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  △（任意）  ○（必須） 

中 学 生（男子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ×（不可） 

中 学 生（女子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  △（任意）  ○（必須） 

高 校 生（男子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ×（不可） 

高 校 生（女子）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  ○（必須）  △（任意）  ○（必須） 

※ヘッドガ－ド、サポーター類はご自分のもの、または所属道場のものをお使い下さい。主催者の貸出はございません。 

※ヘッドガ－ドは面付とし必ずフェイスシールドを取り付けて出場して下さい。 

※極端に薄いサポ－タ－類の使用は禁止。※チェストガ－ドは腹部を覆うものやプラスチック製の使用及び二重装着は禁止。 

※ヒザサポ－タ－は太ももまで覆うものは禁止。※女子のファールカップはアンダーガードとなります。 

※必須のサポ－タ－類の装着が無い場合は失格となります。任意のサポ－タ－類の着用は各自でご判断下さい。 

 
【 計  量 】 ○○kg未満クラスに参加の場合は必ず計量のこと。計量を行わない場合および体重オ－バ－は失格となります。 

・前日計量：12 月 18 日（土）場所：試合会場 時間：17:00～19:30（スタッフにお声掛け下さい）   
・当日計量：12 月 19 日（日）場所：試合会場 時間：受付開始時間から 30 分間 
※当日軽量で何部制かに分かれた場合は各部制の受付開始時間から 30 分間となります。 
※初級クラスおよび上級クラス重量級出場者の計量はございません。 

 
【 表 彰 】 初級クラス・・・メダル  上級クラス・・・トロフィ－ 

３名以下の場合は優勝者。４名～７名の場合は優勝者、準優勝者。８名～１１名の場合は優勝者、準優勝者、 
３位１名（３決あり）。１２名以上の場合は優勝者、準優勝者、３位２名。 

 

注 意 事 項 
1. 受付は個人受付となります。計量の有無に関わらず前日計量時間内に受付されても構いません。 
2. ○○kg未満のクラスに参加する場合は必ず計量の事。計量を行わない場合および体重オ－バ－は失格となります。 
3. 試合中および会場内での怪我や事故等について、主催者は一切の責任を負いません。 
4. お申込後の参加費用は、いかなる理由があろうと返金されません。 
5. 申込書の記入間違いは失格となります。 
6. 試合欠場者が居る場合は受付時に受付スタッフまで申し出て下さい。 
7. クラス参加人数が少なくても統合しません。また、参加者が同じ道場２名であっても組合せを行います。 
尚、クラス参加人数が１名の場合は代表者に連絡の上、返金させて頂きます。 

8. 試合開始５試合前までに出場するコ－トの選手席で待機のこと。 
9. コ－トで呼ばれても不在の場合は棄権とみなし失格となります。尚、選手呼出しのアナウンスは行いません。 

11. 判定や協議結果、判断、決定に対する抗議等は一切認めません。また、スタッフの指示には必ず従って下さい。 

12. セコンドは１名までとなります。また１名の撮影ブ－スを設置予定です。 
13. ヘッドガ－ドの脱着は各自またはセコンド、保護者の方でお願いします。 
14. フラッシュ撮影、三脚の使用は禁止となります。 
15. 試合出場者は各自、または各団体で必ずスポ－ツ保険に加入の事。 
16. 御来場者全ての皆様方は必ずマスクの着用をお願いします。 

17. 試合終了後（自分の試合が終わったら）、速やかにご退館下さい。 

18. 大体育室内での食事は禁止です。また、ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 
19. 大会が延期または中止の場合は各道場にご連絡させて頂きます。尚、中止の場合は参加費全額が返金されます。 

 
【初級クラス申込についてのお願い】 

初級クラスへのお申込みは、大会日当日四級以下のこと。 
また、過去に上級クラスや選抜クラス、中級クラス（初中級クラス除く）に出場経験が無く、オ－プント－ナメントにおいて 
初級クラスまたは初中級クラス４人以上のト－ナメントで優勝、準優勝歴の無い方に限らせて頂きます。 
 

・・・マナ－を守り良い大会となりますよう皆様のご理解とご協力をお願いします・・・ 

 



Ｗ・Ｋ・Ｏ ジャパンアスリ－トカップ選抜大会 
2021 CHALLENGE SPIRIT CUP（CS CUP） 
関東ジュニア空手道選手権大会 参加申込書 

開催日 令和３年１２月１９日（日）  会場 埼玉県吉川市総合体育館 
 
私は本大会のルールに従い、正々堂々と勝負することを誓います。 
また、大会中におけるいかなる事故や怪我が生じても自己の責任として主催者に対して一切の異議申し立てをしな

いことを誓約致します。 
 令和３年   月   日 

フリガナ  保護者氏名の記入・捺印 

選手氏名  保護者氏名      印  

学 年 幼年 ・ 小学 ・ 中学 ・ 高校        年生 性  別 男 ・ 女 試合当日の年齢       才 

空手修行歴 

（試合日当日） 

 

年   ヵ月 

身  長 

ｃｍ 

体  重 

ｋｇ 

級段位 

級 ・ 段 

所属道場 
 

 

代 表 者 
支 部 長 

 

 
 

道場住所 
（書類送付先） 

〒   － 
 

連 絡 先  

Ｆ Ａ Ｘ  

携帯電話  

 

※記入間違えは失格となります。 

出場クラス№ 
 
 

出場クラス 
 

初級クラス（無差別） 上級クラス（ＪＡＣ選抜） 
1. 幼年男女混合 2. 小学 1年男女混合 13. 幼年男女混合（無差別）  

3. 小学 2年男女混合 4. 小学 3年男女混合 14. 小学 1年男子（無差別） 15. 小学 1年女子（無差別） 

5. 小学 4年男子 6. 小学 4年女子 16. 小学 2年男子（無差別） 17. 小学 2年女子（無差別） 

7. 小学 5年男子 8. 小学 5年女子 18. 小学 3年男子（無差別） 19. 小学 3年女子（無差別） 

9. 小学 6年男子 10. 小学 6年女子 20. 小学 4年男子 30kg 未満 21. 小学 4年男子 30kg以上 

11. 中学生男子 12. 中学生女子 22. 小学 4年女子 30kg 未満 23. 小学 4年女子 30kg以上 

 
 
初級クラスへのお申込みは、大会日当日四級以下のこと。

また、過去に上級クラスや選抜クラス、中級クラス（初中

級クラス除く）に出場経験が無く、オ－プント－ナメント

において初級クラスまたは初中級クラス４人以上のト－

ナメントで優勝、準優勝歴の無い方に限らせて頂きます。 
 

24. 小学 5年男子 35kg 未満 25. 小学 5年男子 35kg以上 

26. 小学 5年女子 35kg 未満 27. 小学 5年女子 35kg以上 

28. 小学 6年男子 40kg 未満 29. 小学 6年男子 40kg以上 

30. 小学 6年女子 40kg 未満 31. 小学 6年女子 40kg以上 

32. 中学男子 45kg 未満  

33. 中学男子 53kg 未満 34. 中学男子 53kg 以上 

35. 中学女子 47kg 未満 36. 中学女子 47kg 以上 

37. 高校男子 60kg 未満 38. 高校男子 60kg 以上 

39. 高校女子 52kg 未満 40. 高校女子 52kg 以上 

大会入賞歴 
（一番最近のもの２つ） 

開催年       年 

開催年       年 
 


