
W・K・O 世界組手連盟 JAPAN ジャパンアスリートカップ選抜指定大会

大 会 要 項 

【開催日時】 令和３年１1 月２８日（日） 1 部/10:30 試合開始予定  

3～4 部制にて実施する予定ですが、感染状況、出場人数により、受付時間及び開始時間に変更がある場合がご

ざいます。後日詳細をお知らせ致します。 

【開催場所】 小樽公会堂  （北海道小樽市花園 5 丁目 2 番１号） 

※ 駐車場は小樽市役所の駐車場にお停めください 

 

  

 

  

 

 

【協議内容】 ●フルコンタクト空手ルールによる勝ち抜きトーナメント 

            ■新人クラス        ［幼年～高校生男女］ 

                      ※初心・初級の参加選手の少ないクラスは、中止か合併の場合があります。 

■JAC 選抜クラス      ［幼年～高校生男女］ 

【出 場 費】 初級クラス \5,000 / JAC選抜 \6,000      ※スポーツ保険は出場選手各自で加入して下さい。  

☆ 本大会はWKO北海道加盟道場のみ参加大会となっております 

☆ 選手の抗原検査は代金が掛かりません。（代わりに参加賞はありません。）付き添い人は抗原検

査代として\1000をご負担頂きます。付添人の検査代金は大会費と一緒に入金して下さい。 

【申込締切】 令和３年１０月２３日 (土) 

【送 付 先】 現金書留にて団体一括でお願いします  

        〒047-0003 北海道花園 3丁目 1-7 しおみビル一階 

               『2021WKO北海道大会事務局 塩見 猛』宛て 

※ 行政の要請により会場が使用禁止等になり、大会が開催出来ない場合、申込締切り前は

100％返金、締切後は 50％を返金させて頂きます。 

【主  催】 WKO JAPAN  北海道           



新人クラス（幼年～高校生初級男女） 本戦(1分30秒)　※マストシステム

JAC選抜クラス(幼年～中学) 本戦(1分30秒)➡延長(1分 決勝のみ)　※マストシステム

JAC選抜クラス(高校) 本戦(2分)➡延長(2分 決勝のみ)　※マストシステム

 

1. ジュニアクラス・新人戦はプロテクターの着用を義務付ける 

（１） ジュニアクラス・・・ヘッドガード(面有り)・拳サポーター・レッグサポーター・  

ファールカップ・不織布マスク 

（２） 新人クラス（男女）・・・ヘッドガード(面有り)・拳サポーター・レッグサポーター・ 

ファールカップ・不織布マスク 

（３） 高校生（男女）・・・拳サポーター・ファールカップ・女子のみレッグサポーター・ 

       不織布マスク 

※ JKJO のフェイスシールドを付ける場合はマスク不要です。フェイスシールドを付

けない場合は不織布マスクを着用してください 

※ JAC 選抜クラスの決勝はヘッドガード無しの不織布マスクで行ないます 

※ 女性のアンダーガードとチェストガードは任意ですが、みぞおちにかかるものは主催者

側の判断で認めない場合があります 

※ 今大会ヘッドガード、赤帯、プロテクターなどの貸出しはしませんので各時、各道場で

用意してください。 

※ 極端に薄い拳・足サポーターの使用は禁止とします 

2. 有効技 

A：手による顔面、首、金的以外の攻撃は全て有効 

B：足による攻撃、上段への膝蹴り、金的以外の攻撃はすべて有効 

※ 上段膝蹴り無効のクラスは下記反則技 D に記載 

3. 反則技 

A：金的蹴り・頭突き・手による首から上への攻撃 

B：倒れた相手への攻撃・背後からの攻撃 

C：相手を掴んだり投げたりする攻撃 

D：JAC 選抜(幼年～小学 6 年生)、新人クラスは上段膝蹴りなし。 

※ 反則は悪質なものを除いて注意が与えられ、注意 2 で減点 1・減点 2 で失格となる。場外注意は

注意 3 で減点 1・注意 5 で失格となる 

4. 判定は 1 本勝ち・技有り（2 本で 1 本勝ち）判定勝ち・反則ないし失格により判定される 

尚、審判長の裁可により、ドクターストップ等による試合中止もあり得る



今大会の付き添い人は、選手 1名につき 1名のみ

それ以外の方は入場できません。 

【各団体の先生方、選手の皆様、ご家族様へ】 

今大会はコロナ渦の為、会場の人数制限等があり、スタッフも少人数での運営となります。また、大会ま

での準備期間も短い為、皆様のご協力が必要な内容となっております。    

主催側としましては、選手の皆様が安心して大会に参加出来る様に、問診票・検温・手指消毒・不織布マ

スクの他に『抗原検査』を取り入れることにしました。   

締め切り後に大会の詳細等をお知らせします。 

頑張っている選手の為『アスリートファースト』の大会となるようご協力お願いします。 

 

大会注意事項 

1. 入場者全員、抗原検査が必要となります。参加人数が解かり次第、各道場へ配布します。配布した

抗原検査キットが入場券代わりになりますので棄てずに持って来てください (付き添い人の検査

代\1000 は大会費と一緒に入金してください) 

2. 試合中の怪我や事故については、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、必ず大会委員長まで連絡してください 

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 

6. 申込書の記入間違いについては、失格になる場合がありますのでお気を付けください 

7. 参加人数が少ないクラスは統合になる場合があります 

8. スポーツ保険は選手各自でご加入ください 

9. 後日試合内容を動画で UP する予定です。詳しい案内は後日各道場へお知らせします 

10. 試合場はカメラ席を 1 席ずつ設けます。セコンドなしで、公式でラスト 30 秒とラスト 10 秒をお知

らせします 

11. 選手 1 名につき付き添い人 1 名の入場制限です。幼児等のお子様も 1 名となりますのでご注意くだ

さい 

12. 会場内では全員不織布マスクの着用をお願いします。各自、ご用意ください 

※ 状況によってフェイスシールドの着用をお願いする場合があります。その際は、前もって各道場へ

案内します。 

 

 



1 幼年男女混合 2 小学1・2男子 3 小学1・2女子 4 小学3・4男子

5 小学3・4女子 6 小学5・6男子 7 小学5・6女子 8 中学男子

9 中学女子 10 高校男子 11 高校女子

12 幼年女子 13 小1　女子 14 小2　女子 15 小3　女子

16 幼年男子 17 小1　男子 18 小2　男子 19 小3　男子

20 小4女子  30Kg未満 21 小4女子  30Kg以上 22 小5女子  35Kg未満 23 小5女子  35Kg以上

24 小4男子  30Kg未満 25 小4男子  30Kg以上 26 小5男子  35Kg未満 27 小5男子  35Kg以上

28 小6女子  40Kg未満 29 小6女子  40Kg以上

30 小6男子  40Kg未満 31 小6男子  40Kg以上

32 中1女子  40Kg未満 33 中1女子  40Kg以上 34 中2女子  45Kg未満 35 中2女子  45Kg以上

36 中3女子  50Kg未満 37 中3女子  50Kg以上

38 中1男子  50Kg未満 39 中1男子  50Kg以上 40 中2男子  55Kg未満 41 中2男子  55Kg以上

42 中3男子  60Kg未満 43 中3男子  60Kg以上

44 高校女子  53Kg未満 45 高校女子  53Kg以上

46 高校男子  65Kg未満 47 高校男子  75Kg未満 48 高校男子  75Kg以上

2021 WKOジャパンアスリートカップ北海道予選大会

参加申込書

～2022年第4回　J・A・Cジャパンアスリートカップ選抜戦～

締切　2021年10月23日（土）必着

JAC選抜クラス　　※出場クラスに〇して下さい

初級クラス(上級クラスで入賞なし)

出場クラスに〇して下さい　※防具・赤ヒモは各自で持参(貸出しはしません)

2021 WKO北海道新人戦

抗原検査キットの用意がありますので、どちらかに〇印を付けてください

当日、付き添い人1名　　　　　有・無

　大会実行委員長　殿 提出日：2021年　　　　月　　　　　日

　　　　　　私議、本大会のルールに従い、新型コロナウィルス感染防止対策に協力し、正々堂々競技する事を此処に誓います。

団体名：　　　　　　      　　　　　　保護者氏名：　　          　　　　　　　　  　　　㊞

　　　また、試合中の負傷、事故については一切異議を申し立てません。肖像権は主催者に帰属します。



2021 WKOジャパンアスリートカップ北海道予選大会 

2021 WKO北海道新人戦 

新型コロナウイルス感染拡大防止に関するチェックリスト 

＜出場される選手の皆さまへ＞ 

① チェックリストには各項目のチェック、お名前、大会当日の体温、保護者名、住所、ご連絡先

のご記入をお願いします 

② 会場入口で手指消毒、検温後、チェックリストに必要事項を記入し提出をお願いします。 

※ チェックリスト提出時は必ずゼッケンNo.の記入をお願いします 

※ ゼッケンは事前に各団体へ郵送します 

③ スタッフの指示に従わない場合当該選手が失格となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大会当日必ず持参してご提出ください 
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※ 大会当日必ず持参してご提出ください 


