
　 関係各位 令和4年５月吉日

　向暑の候、　貴殿におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

　　侍杯も早いもので、23回を数えるまでに成長致しました。

これも一重に皆様のお力添え在っての事と深く感謝申し上げます。

侍杯は毎年12月の開催を続けておりましたが、今年度より夏に開催を

移し、併せてWKOジャパンアスリートカップ選抜指定大会へと飛躍致しました。

　近年、感染症の渦で涙を飲んだ選手達も多いことと思います、

日本実践空手道教育協会では、そんな選手達の思いに寄り添い本大会を

一層、公正かつ安全、感染対策を投じながら大会を進めて参りますので、

本県からの参加はもとより、他県からのご参加も心よりお待ち申し上げます。

日時 2022年8月7日　(日)　開場 8：30　受付、計量 9：00　試合開始予定 9：30

場所 ひなた宮崎県総合運動公園内　ひなた武道館

〒889-2151　宮崎市大字熊野2206-1　☎「0985-58-5151」

種目 　　　　別紙参照

参加費 JAC選抜　6,000円 侍杯 5,000円

締切 2022年7月1日（金）

大会実行 　日本実践空手道教育協会　代表　河合　哲男

申込先 　〒880-0905　宮崎県宮崎市中村西2丁目6-5

　　　　　　　　　　　侍杯西日本空手道選手権大会実行事務局　宛

問合せ先 　090-3072-8269　担当：青木　太 ＊ご不明な点などございましたら、

　ご連絡くださいませ。

 第２３回　侍杯西日本空手道選手権大会
　第５回　WKOジャパンアスリートカップ選抜指定大会

大会のご案内



1 開催日 2022年8月7日（日曜日） 受付/計量8時30分　競技開始9時30分予定

2 場所 ひなた県武道館（主道場）宮崎県宮崎市熊野2206-1（0985-58-5151）

3 ルール 日本実践空手道教育協会規約　＊別紙参照

4 出場クラス 
【2】幼年女子 【20】小学6年男子（41kg以上）
【3】幼年男子 【21】中1女子（41kg未満）
【3】小学2年女子 【22】中1女子（41kg以上）
【4】小学2年男子 【23】中1男子（51kg未満）
【5】小学3年女子 【24】中1男子（51kg以上）
【6】小学3年男子 【25】中2女子（46kg未満）
【7】小学4年女子 【26】中2女子（46kg以上）
【8】小学4年男子 【27】中2男子（56kg未満）
【9】小学4年女子（31kg未満） 【28】中2男子（56kg以上）
【10】小学4年女子（31kg以上） 【29】中3女子（51kg未満）
【11】小学4年男子（31kg未満） 【30】中3女子（51kg以上）
【12】小学4年男子（31kg以上） 【31】中3男子（61kg未満）
【13】小学5年女子（36kg未満） 【32】中3男子（61kg以上）
【14】小学5年女子（36kg以上） 【33】高校女子（54kg未満）
【15】小学5年男子（36kg未満） 【34】高校女子（54kg以上）
【16】小学5年男子（36kg以上） 【35】高校男子（66kg未満）
【17】小学6年女子（41kg未満） 【36】高校男子（76kg未満）
【18】小学6年女子（41kg以上） 【37】高校男子（76kg以上）
【19】小学6年男子（41kg未満）

※初級クラス・一般クラスに出場される方は別途申込書から該当クラスを選んでエントリーをお願いします。

※クラス統合を行う場合があります
・出場申込の記載に流派責任者の連絡先を必ずご記載ください。統合になる場合はご相談させて頂きます。

※既に第5回ジャパンアスリートカップ（決勝大会）の権利を獲得された選手について
・決勝大会の権利を既に獲得された選手におかれましては、本大会の出場はできかねますので、ご了承願います。
また、その際は大会出場料をご返金させていただきますので、重ねてご了承下さい。

※JAC出場クラスと一般上級クラスはヘッドガードの着用はありません。
　 その他初級クラスにおいてはヘッドガード着用となります。（各道場にて準備をお願いします）

・マスクは着用して頂きます。

5 参加資格 健康な身体を有した者、スポーツ保険等加入者

6 出場料 JAC出場クラス 参加費 6,000円、　 初級クラス・一般クラス 参加費 5,000円（昼食は各自でご準備ください）
・本開催ではパンフレット配布は行いません。（突然の開催中止等に備えたもので、ご理解を賜ります様お願い致します）
・大会開催3日前に協会HPにトーナメントを掲載致しますので、そちらからダウンロードをお願い致します。
　又は、開催中、会場中央に掲示板を設置しておりますので、そちらでご確認ください。
　

7 注意事項 ＊新型コロナウイルス感染対策、大会注意事項は別紙に記載しております。必ずお読みください。

8 申込締切 2022年7月1日（金）・出場申込書と出場料を道場単位で御纏め頂き現金書留でご郵送ください。

9 送付先 〒880-0905
宮崎県宮崎市中村西2丁目6-5

担当：青木　太

10 お問い合わせ 日本実践空手道教育協会 副会長　青木　太 ℡：090-3072-8269

11 協会HP 　日本実践空手道教育協会　 　検索

12 ＬＩＮＥ 日本実践空手道教育協会の公式LINEを開設しました。
右のQRコードより読み込んで「追加」をお願いいたします。
※公式LINEの利用にあたり、他の方のコメントや情報が反映することはありません。
　 【公式LINEの主な利用目的】
■大会のご連絡（急な変更事項のお知らせも含む）
■当協会の活動報告
■当協会との連絡・問い合わせ等のツール

QRコードの読み取りはこちら

第23回侍杯 西日本空手道選手権大会募集要項
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　　　　　試合時間 　　　　組手
　本戦 　延長 再延長 上段膝蹴り 　一本 技有

幼年（予） 　1分 1分マスト ・上段にクリーンヒット

　決勝 　1分 1分 1分マスト 打撃により （高校生以上はダメージがあれば技有）

小学生（予） 　1分30秒 1分マスト 3秒以上の ・一時的に動きが止まったり、戦意喪失の時

　決勝 　1分30秒 1分 1分マスト ダウンと ・下段蹴りや腹部への攻撃でダメージを確認した時

中学生（予） 　1分30秒 1分マスト 戦意喪失 ・防戦一方になり反撃しない状態が続く時

　決勝 　1分30秒 1分 1分マスト

高校生以上（予） 　2分 2分マスト

　決勝 　2分 2分 2分マスト

防具（サポーター）規定
        ヘッドガード 　　　　　拳 　　脛 　　膝 　金的 　　　チェストガード

男子義務

女子任意

　小学3年生以上は任意

一般初級〇

女子 〇

　　　　反　則 失　格
　・手技、頭突きなどによる首、顔面への攻撃 　・注意4回となった場合

　・上段膝蹴り（高校生以上は有） 　・1回の反則でも相手がドクターストップになった場合

　・倒れた相手・背後からの攻撃 　・試合時間に遅れた場合

　・金的蹴り、膝関節への蹴り 　・審判の指示に従わない場合

　・押し、掴んでからの攻撃 　・規定体重を超えていた場合（軽量級）

　・故意に場外に出る事    ・重量級は申告体重より5Kg以上多い場合

　・審判がかけ逃げと判断したもの

　・反則が悪質なものであれば1回で失格となる

　　　判定優先順位 　　　　判定基準図解

　一本/失格＞技有＞ダメージ＞有効打＞攻撃数＞積極性

＊積極性は気迫、前にでる、先に技を仕掛けるなど

備考：口頭での注意も行う、反則技の危険性によっては減点になる

　着　衣　に　つ　い　て
　・清潔で身体に合ったサイズのものを着用してください。

　・帯が試合中に外れない様に帯留め又はテープなどで固定してください。

　・ファールカップはズボンの内側に装着してください。

　・男子のインナーシャツは禁止、女子は白を着用してください。

　・女子のチェストガードはシャツの下に着用してください。

　・試合中にズボンの紐などが切れる事を予想して、新しい紐と交換又はチェックをしてください。

　・道着に特殊な加工を施さないでください。

　禁　止　・　注　意　事　項
　・判定に対しての抗議は受け付けません。

　・テーピングを施す必要がある場合は審判長又はドクターの指示に従い承認を貰ってください。

　・セコンド入場は２名までとなります。

　・事前に各自スポーツ保険・傷害保険に加入してください。

　（大会主催者側は大会当日の事故・怪我・病気・盗難などの責任を負えません）

　＊新型コロナウイルスの感染症予防観点から入場規制、応援の自粛を要請する事がございます。

　＊サポーター類は全て布製のものを使用してください。

無

布製のみ

〇小学生

〇

〇

任意

任意

任意

任意

任意

〇

〇中学生 〇

高校生 〇 〇

義務着用

布製のみ 女子のみ着用

幼年 〇 〇 〇 無

各クラス

〇 但し、プロテクターは
着用不可

〇 義務着用

〇 義務着用

各自用意

日本実践空手道教育協会　試合規約

一般
一般男子

上級は無し 無 〇

　　無

　　無

　　無

　　有

各クラス

布製のみ

上級は無し 〇

上級は無し 〇

上級は無し

注意1 注意2【減点1】 注意3

技有1 技有2（一本）

注意4【減点2、失格】



初級クラス（小学３年以下は７級まで、小学４年生以上は５級まで）

1 年少（男女混合） 2 年中・年長（男女混合） 3 小学１年混合 4 小学２年混合 5 小学３年男子

6 小学４年男子 7 小学５年男子 8 小学６年男子 9 小学３年女子 10 小学４年女子

11 小学５年女子 12 小学６年女子 13 中学１年男子 50㎏未満 14 中学１年男子 50㎏以上 15 中学２年男子 55㎏未満

16 中学２年男子 55㎏以上 17 中学３年男子 60㎏未満 18 中学３年男子 60㎏以上 19 中学1年女子 無差別 20 中学2年女子 無差別

21 中学3年女子 無差別 22 高校男子　65㎏未満 23 高校男子　65㎏以上 24 高校・一般女子 25 一般男子無差別

上級クラス

26 一般無差別　5級以上 27 一般女子無差別 5級以上

J.A.C選抜クラス

28 幼年男子 29 幼年女子 30 小学１年　男子 31 小学２年　男子 32 小学３年　男子

33 小学４年 男子30kg未満 34 小学４年 男子30kg以上 35 小学５年 男子35kg未満 36 小学５年 男子35kg以上 37 小学６年 男子40kg未満

38 小学６年 男子40kg以上 39 中学１年男子 50㎏未満 40 中学１年男子 50㎏以上 41 中学２年男子 55㎏未満 42 中学２年男子 55㎏以上

43 中学３年男子 60㎏未満 44 中学３年男子 60㎏以上 45 高校男子　65㎏未満 46 高校男子　75㎏未満 47 高校男子　75㎏以上

48 小学１年　女子 49 小学２年　女子 50 小学３年　女子 51 小学４年 女子30kg未満 52 小学４年 女子30kg以上

53 小学５年 女子35kg未満 54 小学５年 女子35kg以上 55 小学６年 女子40kg未満 56 小学６年 女子40kg以上 57 中学１年 女子40㎏未満

58 中学１年 女子40㎏以上 59 中学２年 女子45㎏未満 60 中学２年 女子45㎏以上 61 中学３年 女子50㎏未満 62 中学３年 女子50㎏以上

63 高校 女子53㎏未満 64 高校 女子53㎏以上

令和4年　　　月　　　日　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印 続柄（　　　　）

※高校生以下は保護者の方にて上記内容を確認いただき、ご記載をお願いします。

試合中の傷害についての補償は、一切責任の追及及び賠償の請求をいたしません。

　　出場クラスを下記の番号より正確に記載してください

　　※初級クラスとJAC選抜クラスの記載間違いにご注意ください

過去1年の入賞歴をご記入ください

同 意 書　

　　　※　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。ご了承頂きますようお願いいたします。

　　　※　申告体重より当日３㎏以上重い場合は《減点１》、５ｋｇ以上重い場合は《失格》となります。

　　　　　　　　　　ｋｇ

　　　　年　　　　カ月

氏名

体重

修行年数

代表者連絡先

緊急連絡先

身長

級・段位

所属道場

TEL

　　　　　　　　　ｃｍ

住所
〒

生年月日 年　　　月　　　日　　　歳 学年 年少・年中・年長・小学・中学・高校　　　　年

第23回 侍杯西日本空手道選手権大会　参加申込書
W・K・O世界組手連盟　第5回J・A・C選抜指定大会

ふりがな

選手氏名 　　　　　　　　　　　　　　　印
男　・　女



＊下記の事項をよく読み、御同意頂きましたら、出場申込書に署名、捺印をしてお申込みください。

＊開場まで、密を避けるために車内もしくは、会場周辺で待機してください。

＊受付は道場代表者1名で行ってください。

＊受付の際に送付しております、大会来場者名簿の記載したものを提出してください。

＊入場時に全ての来場者様に検温、手指消毒を行いますので、ご協力をお願い致します。

＊原則、選手1名に対し2名の同伴者の来場となります。

＊３７．5℃以上の熱がある方の入場及び大会参加は出来ません。

＊来場者はマスク着用が義務付けとなります。

*大会の参加者数によっては、2部構成の開催も思案しております。
2部構成となった場合などには、速やかに道場責任者様にお伝え致します。

＊『日本実践空手道教育協会』HP、協会公式LINEを公表しております。
　大会の中止や延期、重要な変更事項等、速やかにお伝えする為の連絡ツールとなりますので、
　LINE登録を是非お願い致します。
  道場責任者様は特にLINE登録をお願い致します。

＊本大会はパンフレット配布は行っておりません。大会当日の3日前より、日本実践空手道教育協会HPに
　トーナメントを掲載しております。お手元での確認は、HPを開き参照頂くか、事前ダウンロード、
　又は、当日、会場の中央に掲示板を設置しておりますので、そちらでご確認ください。
(突然の開催中止等に備えたもので、ご理解を賜ります様お願い致します。）

＊選手は試合時マスク着用となりますので、試合中マスクが外れない様にサイズの合ったものを
　着用してください。

＊ジャパンアスリートカップ本戦大会に併せ、ヘッドガードを着用せずに試合を行います。
　一般上級クラスも着用義務はありません。
　その他のクラス（初級クラス）は全てヘッドガードを着用して頂きます。御注意下さい。

＊本大会は表彰式は行いません。
（各コート試合が終わり次第、表彰して退場となります。）

＊新型コロナウイルス感染拡大により行政の指示で開催を中止する事となった場合
　申込締切前であれば100％を返金、7月1日締切後であれば、80％の返金とさせて頂きます。

＊上記、中止決定以外の返却は行いませんので、ご注意ください。

第23回 侍杯 西日本空手道選手権大会

注意事項及び誓約事項



大会協賛のお願い

　　　　　時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　　　　　平素は各段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　　　　「第23回　侍杯　西日本空手道選手権大会」の趣旨をご理解の上、
　　　　　広く皆様のご協賛を賜りたくお願い申し上げます。

企業　・　団体協賛　・個人

協賛金(1ぺージ）
1口50,000円
特典
・協賛ボード、企業・団体名記載
・日本実践空手道教育協会公式HPに企業・団体名記載
・大会パンフレットへの掲載

協賛金（１／２サイズ）
1口20,000円
特典
・日本実践空手道教育協会公式HPに企業・団体名記載

・大会パンフレットへの掲載

協賛金（１／３サイズ）
1口10,000円
特典
・日本実践空手道教育協会公式HPに企業・団体名記載
・大会パンフレットへの掲載

協賛金（１／８サイズ）
1口5,000円
特典
・日本実践空手道教育協会公式HPに企業・団体名記載

・大会パンフレットへの掲載

■ ご希望される広告スペースで、広告内容レイアウトをデータにてお送りください。
■ メールアドレス：kyouiku.kyoukai@gmail.com
■ 支払方法：現金書留にて郵送（受付期間　7月1日迄）

きりとり きりとり

　
　　　　　金額 口数 　入金方法 社名・団体名

郵送

郵送 住所

郵送

連絡先

郵送

協賛合計金額

50,000円

20,000円

10,000円

  5,000円

―　広 告 図 案　―
A4サイズです

1ページA4サイズ
¥50,000

１／２サイズ（\20,000）

協賛広告申込用紙

第23回 侍杯 西日本空手道選手権大会 協賛

株式会社 ○○〇

広告イメージ

株式会社 ○○〇

広告イメージ

１／３サイズ（¥10,000）

１／８サイズ（¥5,000）
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