
＊二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

　　開始時間等に変更がある場合がございます。

　　出場決定通知を郵送の際、決定後の開始時間等の詳細をお知らせ致します。

＊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60％を返金させて頂きます。

善通寺市民体育館メインアリーナ　　　　香川県善通寺市金蔵寺町398-6

一部

二部

開場・受付　9：00 開始　9：45

開場・受付　12：00 開始　13：00

【後援予定】 丸亀市教育委員会・善通寺市教育員会・四国新聞社

【送 付 先】 〒763-0043　香川県丸亀市通町78番地　勇健塾本部　TEL0877-58-3304

【主　  催】 NPO法人　日本空手道　勇健塾

【主  　管】 W・K・O世界組手連盟JAPAN

【協　  力】 W・K・O世界組手連盟・格闘技空手拳法連盟

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

第6回 西日本空手道選手権大会

大　会　要　項

2022年6月26日（日）　9：00開場・受付開始　

2022　West Japan Karate Championship　

【開催日時】

【大会会場】

*出場費は現金書留またはレターパックにてご郵送いただくか、下記口座にお振り込み下さい。
：ゆうちょ銀行【店名】六三八【店番】638（普通）1140086　NPO法人日本空手道　勇健塾

本大会は来年2023年１月29日に開催されます第5回JAC本戦大会の選抜指定大会となります。

《J・A・C出場資格》
幼年～高校生上級クラス優勝、準優勝者のファイナリスト二名に出場権利が与えられます。

＊トーナメントが八名以下の場合は優勝者のみに出場権利が与えられます。

【出場選手】

【申込締切】 2022年5月21日（土）必着

W・K・O世界組手連盟加盟団体及び全国各流派・会派

【出 場 費】 \5.000-（全クラス共通）



本戦（1分30秒）
↓

本戦（2分）

延長（1分30秒）

マスト判定
↓

本戦（2分）

マスト判定

本戦（1分）

延長（1分）

マスト判定
再延長（1分）

＊再延長は決勝のみ

↓

　　《ＪＡＣクラス》　　　　　　　　　幼年クラスのみヘッドガードを着用、幼年クラス以外は任意とする。

↓
マスト判定

延長（1分30秒）
＊延長は決勝のみ

延長（1分）
↓

大会内容

【試合規約及び注意事項】

JAC

高校生

JAC幼年～中学

初中級中学

一般初中級

マスターズ

初中級

幼年～小学生

①プロテクターの着用

②有効技
  A：手による顔面、金的以外への攻撃は全て有効。
  B：足による攻撃顔面への膝蹴り（高校生、一般男子・一般女子のみ有効）、金的以外への攻撃は全て有効。

　　《マスターズ》        　　　　　　拳サポーター・レッグサポーター・ファールカップ

  ＊アンダーガード及びチェストガードの着用は任意ですが、みぞおちに掛る物は禁止致します。
     他のチェストガードも主催者の判断で認めない場合があります。
  ＊ヘッドガードは各自で持込をして頂いて構いません。

　　《一般男子》　     　             ファールカップ
　　《一般女子》　　　　           　レッグサポーター

④判定

  B：倒れた相手への攻撃。

　  場外注意は、注意3で減点1、注意5で失格となる。
    また、悪質な反則、またはダメージにより即刻、減点、または失格となる場合もあります。

  C:相手を掴んだり投げたりする攻撃。（掴み及びひっかけも一切禁止）

 ＊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。
　D:一般上級男子、女子・高校生以外のクラスでの上段への膝蹴りは反則となります。

　Ｃ：片手による引きのある押し

③反則技
  A:金的蹴り、頭突き、手による肩のラインから上への攻撃。＊首への突きでの攻撃は反則となります。

↓

↓

　9.試合中のマスクは任意としますが、試合直前までは必ずマスクを着用して下さい。

　　《一般初級・中級》        　　　拳サポーター・レッグサポーター・ファールカップ
　　《ヤングマスターズ》        　　 拳サポーター・レッグサポーター・ファールカップ

　3.三試合前には、試合準備を整え、決められた位置にスタンバイをお願い致します。
　4.コロナ禍につき1選手につきセコンドは1名でお願い致します。
　5.代表者及び選手、セコンド以外の一階への立ち入りはご遠慮お願い致します。
　6.メインアリーナ一階での食事は禁止となっております。ご協力お願い致します。
　7.ゴミは各自で持ち帰るようお願い致します。

　1.出場選手は大会当日、時間を厳守し大会会場に集合し、会場入り口にて受付をしてください。
　2.各自で試合順を把握し、試合進行にご協力下さいますようお願い致します。

　 尚、主審の権限により、ドクターストップ、反則による失格等による試合中止もあり得る。

【参加選手及び関係各位へのお願い】

　 一本勝ち・技有（2本で一本勝ち）・判定勝ち

再延長（1分）
＊再延長は決勝のみ

　8.車は駐車場の枠内にお停め下さい。

一般上級男女

本戦（2分）
↓

延長（2分）
↓

マスト判定
再延長（2分）

＊再延長は決勝のみ

　　故意、偶発的にかかわらず、反則には十分にご注意下さい。

　　《ジュニア初中級クラス》　    ヘッドガード・拳サポーター・レッグサポーター・ファールカップ

＊各クラスとも〇〇ｋｇ未満のクラスは、当日各コートにおいて計量をおこないます。

再延長（1分30秒）
＊再延長は決勝のみ



フリガナ 性別 生年月日 年 月 日

氏　　名 男・女 年　齢

〒 TEL

携　帯

級

段

〒 所属

代表者名

携帯番号

出場

クラス

幼年 小1男子 小2男子 小3男子 小4男子 小5男子 小6男子

幼年 小1男子 小2男子 小3男子 小4男子 小5男子 小6男子 中1男子 中2男子 中3男子 高校男子

30kg未満 35ｋｇ未満 40ｋｇ未満 53ｋｇkg未満 58ｋｇｋｇ未満 63ｋｇ未満 65ｋｇ未満

30kg以上 35ｋｇ以上 40ｋｇ以上 53ｋｇkg以上 58ｋｇｋｇ以上 63ｋｇ以上 75kg未満

幼年 小1女子 小2女子 小3女子 小4女子 小5女子 小6女子 75ｋｇ以上

幼年 小1女子 小2女子 小3女子 小4女子 小5女子 小6女子 中1女子 中2女子 中3女子 高校女子

30kg未満 35ｋｇ未満 40ｋｇ未満 43ｋｇ未満 48ｋｇ未満 53ｋｇ未満 53ｋｇ未満

30kg以上 35ｋｇ以上 40ｋｇ以上 43ｋｇ以上 48ｋｇ以上 53ｋｇ以上 53ｋｇ以上

所属流派 修行年数

所在地
印

年　　　　ヶ月

【開催日時】

【大会会場】

【出　場　費】

【申込締切】

住　　所

＊試合画像、動画等を公式HP、SNS等で使用する場合がございます。予めご了承頂きますようお願い致します。

（未成年の選手の場合、保護者印も必要です。）

私儀、上記の通り相違なく、本大会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、事故につきましても、主催者側に一切の責任を問いません。

大会実行委員殿

＊上記注意事項をよく読んで、下の欄にご署名下さい。

氏　名 保護者氏名印

＊申告体重より、大会当日3ｋｇ以上多い場合は［減点1］、5ｋｇ以上多い場合は［失格］となります。

＊各クラス申込人数が規定人数に達していない場合、クラスを統合する場合がございます。

追記、小学生及び中学生は、規定体重をオーバーした場合は［減点1］、3ｋｇ以上オーバーした場合は失格となります。

＊一旦納入された出場費は、いかなる理由があろうと返却はされません。

＊頭髪の毛染め、脱色、ピアス等、大会趣旨に相応しくないと判断した場合、受付時に参加をお断りする場合がございます。

＊なんらかの理由により出場が不可能となった場合は、大会事務局までご連絡ください。

マスターズ（42歳以上）

70ｋｇ未満・70ｋｇ以上

＊間違いのないよう正確に記入して下さい。記入間違いで減点、もしくは失格になる場合もあります。

＊試合中の怪我や事故につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。

参加選手注意事項

一般

ヤングマスターズ（35歳～42歳）

70ｋｇ未満・70ｋｇ以上

体重別無し

男女混合

男女混合

体重別無し体重別無し

体重別無し体重別無し

体重別無し

初中級

上級JAC

初中級

上級JAC

体重別無し

男女混合 体重別無し 体重別無し 体重別無し

男女混合 体重別無し 体重別無し 体重別無し

体重別無し 体重別無し 体重別無し

中学生女子

軽中量級・重量級

48ｋｇ未満・48ｋｇ以上

70ｋｇ未満 70ｋｇ以上

一般男子初中級 一般男子上級

65ｋｇ未満・75ｋｇ未満・75k以上

55ｋｇ以上

正確に

ご記入下さい

中学生男子

軽量級・中量級・重量級

53ｋｇkg未満・58ｋｇ未満・63ｋｇ以上

一般女子上級

55ｋｇ未満・55ｋｇ以上

体重別無し 体重別無し

体重身長 ｃｍ ｋｇ

第６回西日本空手道選手権大会
2022　West Japan　Karate　Championship

印

2022年6月26日（日）　午前9時集合　午前10時開会式

善通寺市民体育館　メインアリーナ   香川県善通寺市金蔵寺町398-6

￥5000-（全クラス共通）

2022年5月21日（土）必着

《フルコンタクト空手部門出場申請書》

歳

出場クラスを○で囲んで下さい。

一般女子初中級

55ｋｇ未満


	大会要項2022.6.26
	試合規約及び注意事項2022.6.26
	出場申請書2022.6.26

