
第34回 中部日本ジュニア フルコンタクト空手道選手権大会

W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

開催のご案内

謹啓　皆様におかれましては益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、第34回中部日本ジュニア フルコンタクト空手道選手権大会を開催する運びとなりました。

本大会は、「第6回ジャパンアスリートカップ」の選抜指定大会となっております。

つきましては、ご多忙の事とは存じますが、選手の皆様方の多数のご参加、

ご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和5年4月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本実戦空手道七州会　会長　西尾 富士幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

第34回 中部日本ジュニア　フルコンタクト空手道選手権大会

W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

日時　　令和5年8月27日（日）午前8:30開場　　午前9:30試合開始（開会式は行いません）

場所　　岡崎中央総合公園総合体育館　メインアリーナ

　　　　　〒444-0002　愛知県岡崎市高隆寺町字峠1番地　　TEL　0564-25-7887

主催　　日本実戦空手道　七州会

後援　 （予定）　　岡崎市教育委員会　　岡崎市スポーツ協会

協力　　WKO世界組手連盟　　愛知県フルコンタクト空手道連盟

　　　　　岡崎市フルコンタクト空手道連盟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



令和5年8月27日（日） ※正式な進行予定は確定次第、各出場団体様に事前にご連絡いたします。

AM8：30 開場・受付　（開会式は行いません） 試合開始 AM9：30予定

岡崎中央総合公園総合体育館　メインアリーナ
〒444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町字峠1番地　TEL　0564-25-7887

幼年～高校生の学年別・クラス別・男女別トーナメント

日本実戦空手道　七州会

中部日本ジュニアフルコンタクト空手道ルール　（試合規約参照）

試合規約参照 ※必ずご確認ください。

・ 参加選手は事前にスポーツ保険に加入しておいてください。

・ 組み合わせ、判定に関するクレームは一切受け付けません。

・ 参加申し込み後は、いかなる理由でも返金いたしません。
※ウイルス等による行政指導や天災地変により開催中止となった場合、
   大会20日前まで全額、大会19日前以降は半額返金いたします。

・ 計量は上・Tシャツ、下・空手着で行います（＋500gまで）体重オーバーした場合は失格となります。

・ 参加人数によっては、クラス種目内容を変更する場合があります。

・ 男子はTシャツを着用して試合は禁止とします。

・ お弁当は各自でご用意をお願いします。

・ ホール内での飲食は禁止。ゴミは各自で持ち帰ってください。

・ 駐車場を含む敷地内は全面禁煙となっています。指定場所以外の喫煙は厳禁です。

・ 原則としてテーピングは禁止です。ただし救護係が認めた場合は可とします。

・ 試合中の負傷等の事故が生じた場合、応急処置はとるが、その他の責任は各自加入している
傷害保険で対応ください。

・ 指定の場所以外でのウォーミングアップは一切禁止いたします。

・ 来場者は必ずマスクを着用してください。

・ ヘッドガードは赤白の判別できるもの（面付きに限る）を出場者が持参してください。

・ フェイスシールドはメーカーは問いません。ヘッドガードの面を覆うもの（内側又は外側）を
各自でご用意してください。

・ 赤紐は各自でご用意してください。

・ 防具及びフェイスシールド等の貸し出しはありません。

・ セコンドは1名のみとさせていただきます。必ずマスクを着用し大きな声
での応援は控えるようお願いします。

・ セコンドの方は正装でお願いします。

・ セコンド以外の応援は禁止します。

※ その他詳細につきましては別紙「中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会開催
における特別注意事項」をご確認ください。

■選抜クラス 7,000円 ■初心・初級・中級クラス 6,000円

令和5年6月30日（金）必着
※参加費と一緒に道場単位でまとめて現金書留にてご郵送ください。

〒470-1202 愛知県豊田市渡刈町上郷中47番地
七州会大会事務局　深津　隆行
携帯：090-7915-0572　　　　email：shichisyuu.kamigou@gmail.com

【 防 具 】

【 主 催 】

【注意事項】

【開催場所】

【開催種目】

【 ル ー ル 】

第34回 中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会　要項
W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

【開催日時】

【 申 込 先 】

【 参 加 費 】

【申込締切】

特別注意事項

本大会は第 6 回ジャパンアスリートカップ（Ｊ・Ａ・Ｃ）選抜大会となります。

≪Ｊ・Ａ・Ｃへの出場資格≫ 幼年～高校生Ｊ・Ａ・Ｃ選抜クラス

上記の優勝者・準優勝者※には出場権利が与えられます。
※トーナメント8名未満 優勝者のみ、8名以上 優勝者、準優勝者の二名

32名以上のトーナメントに限り、ベスト4まで権利獲得とする。

三位からの繰り上げはおこないません。

コロナ感染防止対策の為、全クラス ヘッドガードにフェイスシールドを装着して試合を行います。



出場クラス　（下記の参加する種目番号　1 ～ 89　いずれかをご記入下さい）

※初心、初級、中級の年中～中学生は選手24名以上の参加クラスのみ、体重で2階級とします。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

73 74 75 76 77

78 79 80 81 82

83 84 85 86 87

88 89

小学6年生　男子 小学1年生　女子 小学2年生　女子 小学3年生　女子 小学4年生　女子

中学3年　女子50kg未満 中学3年　女子50kg以上 高校　男子60kg未満 高校　男子70kg未満 高校　男子70kg以上

中学1年生　女子 中学2年生　女子 中学3年生　女子

小学5年生　女子 小学6年生　女子 中学1年生　男子 中学2年生　男子 中学3年生　男子

幼年　男子 幼年　女子 小学1年生　男子 小学2年生　男子 小学3年生　男子

　　J.A.C選抜クラス

　　初級クラス　※初級クラスで入賞経験が無く、緑帯・茶帯・黒帯以外の選手対象

中学2年生　男子 中学3年生　男子 中学1年生　女子 中学2年生　女子 中学3年生　女子

幼年男子 幼年女子 小学1年生　男子 小学2年生　男子 小学3年生　男子

小学4年生　男子 小学5年生　男子 小学6年生　男子 小学1年生　女子 小学2年生　女子

小学3年生　女子 小学4年生　女子 小学5年生　女子 小学6年生　女子 中学1年生　男子

　　初心クラス（上段蹴り無し）　※修行年数２年未満で入賞経験の無い選手対象
年中（男女混合） 年長（男女混合） 小学1年生　男子 小学2年生　男子 小学3年生　男子

　№

団体名

小学3年生　女子 小学4年生　女子 小学5年生　女子 小学6年生　女子

小学4年生　男子 小学5年生　男子 小学6年生　男子 小学1年生　女子 小学2年生　女子

住所
〒

緊急連絡先
TEL

氏名

会派名
支部名

第34回 中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会　参加申込書
W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

年齢 　　　　　　　　歳 学年 年中・年長・小学・中学・高校　　　　年

身長 　　　　　　　　cm 体重

小学1年生　男子 小学2年生　男子 小学3年生　男子 小学4年生　男子 小学5年生　男子

　　中級クラス　※選抜（上級）クラスで入賞経験の無い選手対象

　　　　　　kg

級・段位 　　　　　　　　級　・　段 修行年数 　　　　　　年

ふりがな
男　・　女

選手氏名

小学4年生　男子30kg未満 小学4年生　男子30kg以上 小学5年生　男子35kg未満 小学5年生　男子35kg以上 小学6年生　男子40kg未満

中学3年　男子55kg以上 中学1年　女子43kg未満 中学1年　女子43kg以上 中学2年　女子47kg未満 中学2年　女子47kg以上

中学1年　男子45kg未満 中学1年　男子45kg以上 中学2年　男子50kg未満 中学2年　男子50kg以上 中学3年　男子55kg未満

※ウイルス等による行政指導や天災地変により開催中止となった場合、大会20日前まで全額、大会19日前以降は半額返金いたします。

小学4年生　女子30kg以上 小学5年生　女子35kg未満 小学5年生　女子35kg以上 小学6年生　女子40kg未満 小学6年生　女子40kg以上

小学6年生　男子40kg以上 小学1年生　女子 小学2年生　女子 小学3年生　女子 小学4年生　女子30kg未満

過去1年の入賞歴をご記入下さい

同意書

令和5年　　　　月　　　　日　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
申込み締切り：令和5年6月30日（金曜日）必着　　必ず参加費を添えて申込んで下さい。

試合中の傷害についての補償は、一切責任の追求及び賠償の請求を致しません。

高校　女子52kg未満 高校　女子52kg以上



43 小学3年生　女子

44 小学4年生　女子

1 年中（男女混合） 45 小学5年生　女子

2 年長（男女混合） 46 小学6年生　女子

3 小学1年生　男子 47 中学1年生　男子

4 小学2年生　男子 48 中学2年生　男子

5 小学3年生　男子 49 中学3年生　男子

6 小学4年生　男子 50 中学1年生　女子

7 小学5年生　男子 51 中学2年生　女子

8 小学6年生　男子 52 中学3年生　女子

9 小学1年生　女子

10 小学2年生　女子

11 小学3年生　女子

12 小学4年生　女子

13 小学5年生　女子

14 小学6年生　女子 53 幼年　男子

54 幼年　女子

55 小学1年生　男子

56 小学2年生　男子

57 小学3年生　男子

58 小学4年生　男子30kg未満

15 幼年男子 59 小学4年生　男子30kg以上

16 幼年女子 60 小学5年生　男子35kg未満

17 小学1年生　男子 61 小学5年生　男子35kg以上

18 小学2年生　男子 62 小学6年生　男子40kg未満

19 小学3年生　男子 63 小学6年生　男子40kg以上

20 小学4年生　男子 64 小学1年生　女子

21 小学5年生　男子 65 小学2年生　女子

22 小学6年生　男子 66 小学3年生　女子

23 小学1年生　女子 67 小学4年生　女子30kg未満

24 小学2年生　女子 68 小学4年生　女子30kg以上

25 小学3年生　女子 69 小学5年生　女子35kg未満

26 小学4年生　女子 70 小学5年生　女子35kg以上

27 小学5年生　女子 71 小学6年生　女子40kg未満

28 小学6年生　女子 72 小学6年生　女子40kg以上

29 中学1年生　男子 73 中学1年　男子45kg未満

30 中学2年生　男子 74 中学1年　男子45kg以上

31 中学3年生　男子 75 中学2年　男子50kg未満

32 中学1年生　女子 76 中学2年　男子50kg以上

33 中学2年生　女子 77 中学3年　男子55kg未満

34 中学3年生　女子 78 中学3年　男子55kg以上

79 中学1年　女子43kg未満

80 中学1年　女子43kg以上

81 中学2年　女子47kg未満

82 中学2年　女子47kg以上

83 中学3年　女子50kg未満

35 小学1年生　男子 84 中学3年　女子50kg以上

36 小学2年生　男子 85 高校　男子60kg未満

37 小学3年生　男子 86 高校　男子70kg未満

38 小学4年生　男子 87 高校　男子70kg以上

39 小学5年生　男子 88 高校　女子52kg未満

40 小学6年生　男子 89 高校　女子52kg以上

41 小学1年生　女子

42 小学2年生　女子

種目
番号 初級クラス

人数
小計

【参加費：6,000円】
参加費小計（円）

第34回 中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会
W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会　参加費合計記入用紙

合計（A） 名 円

道場名

種目
番号 初心クラス

人数
小計

【参加費：6,000円】
参加費小計（円）

総合計(A)+(B)+(C)+(D)
名 円

合計（D） 名 円

合計（B） 名 円

種目
番号 中級クラス

人数
小計

【参加費：6,000円】
参加費小計（円）

合計（C） 名 円

人数
小計

【参加費：7,000円】
参加費小計（円）

種目
番号 J.A.C選抜クラス



■ 試合時間

■ 防具 防具は布製に限る（高校生はパンチンググローブ可・女子のチェストガードは腹部まで覆うもの硬質なものは不可）

※ヘッドガードにフェイスシールドを装着してください。

※防具 ・ ヘッドガード（面付き・赤白判別できるもの） ・ フェイスシールド（面の内側又は外側を覆うもの）  

   ・ 赤紐は各自で用意してください。 

※テーピングは原則的に禁止とするが、大会救護係の許可があれば認められる。 

■ 審判判定基準
1. 判定基準（技ありと注意の関係）※注意は相殺される

一本勝ち

技あり1 技あり2

注意1 注意2 注意3 注意4

失格

 2．判定優先順位   

 一本（失格）  ＞  技あり  ＞  ダメージ  ＞  有効打  ＞  攻撃数  ＞  積極性 

一本勝ち ク．道着の中に携帯、マスク等不要なものを入れての試合、

ア．反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等を瞬間的に決め、 ミサンガ等身に着け試合を行った場合。

相手選手が一瞬でもダ ウンしたとき。 反則
イ．相手選手が３秒以上戦意を喪失したとき。 ア．拳・手刀・貫手・肘等手技による顔面殴打及び首への攻撃。 

ウ．「技有り」２本を取ったとき。 手先が軽く触れても 反則となる場合 も有り得る。

技あり ただし、顔面を牽制することは自由である。  

ア．反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等を瞬間的に決め、 イ．急所（下腹部）への攻撃。

   相手選手の動きが一時的に止まっ た時。 ウ．頭突き。

イ．相手選手が一時的に戦意を喪失したとき。 エ．掴み（道着・手足を掴む）や掛け（肩・首・頭部・体への手掛け）。   

ウ．蹴りが上段にクリーンヒットしたとき。 オ．押し。（掌底・拳・頭・体等によって相手を押した場合。

（ガードしていても、ダメージがあった場合も技あり） 片手で押しても反則である）

エ．相手選手を宙に浮かせ背中から転倒させたとき。    カ．押さえ。（手・腕で押さえる）   

オ. 下段蹴りで足を引きずったり、腹部へのダメージで体がくの字に キ．抱え込み。（先に抱え込んだ方が反則である）

なったとき。 ク．頭、体を付けての攻撃。

判定 ケ．背後からの攻撃。

ア．一本勝ち･失格がない場合は、審判 5 名（3 名） コ．倒れた相手への攻撃。   

のうち３名（2 名）以上の判断を有効とす る。   サ． 掛け逃げ。（技を仕掛けているように見せて逃げる）

イ．最終延⾧戦は優位性を見出し必ずどちらかに決める。 シ．関節蹴り、投げ技。

ウ．注意がある場合は、判定基準に基づく。 ス．何度も場外に逃げた場合。

失格 セ．上段への膝蹴り（中高生選抜クラスのみ有効）

ア．試合中審判の指示に従わない場合。 ソ．悪質な試合態度とみなされたとき。

イ．試合時刻に遅れた場合。 タ．「止め」の後の攻撃。   

ウ．一度の反則でもドクターストップになった場合。 チ． 以上の他、審判員が特に反則とみなした場合。 

エ．粗暴な振る舞い、とくに悪質な反則、とくに悪質な試合態度と 注意     
みなされた場合。 ア．      選手は反則を犯した場合「注意１」が与えられる。  

オ．「始め」から判定が決まるまでに嘔吐した場合。   イ．  故意、悪質な反則とみなされた場合、または反則による

カ．計量時、規定体重をオーバーしていた時。 ダメージが大きい場合は１回で「注意 2」と なる場合がある。

キ．「注意 4」となった場合。 ウ．「注意 4」で失格となる。 

 

△学年問わず自由

〇小 3以上義務 

△学年問わず自由

〇小 3以上義務

〇 女子は任意

〇

〇 女子は任意

〇 女子は任意〇

〇

フェイスシールド

〇

〇

〇

〇

脛赤紐

○

○

○

○

×男子 / ○女子

×男子 / ○女子

初心

初級

中級

選抜

〇

〇

〇

〇

○

○

○

○

〇

〇

中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会 試合規約 

Tシャツ

×男子 / ○女子

×男子 / ○女子

ヘッドガード クラス 手 膝

△学年問わず自由

△学年問わず自由

ファールカップ チェストガード（女子）

△学年問わず自由

△学年問わず自由

全クラス本戦マストシステム
で行います。

※1回戦～決勝戦まで全て

2分

1分30秒

1分30秒

　中級クラス（小中学生）

　選抜クラス（幼年/小中学生）

　選抜クラス（高校生）

1分30秒

本戦

1分30秒

　初心クラス（幼年/小学生）※上段蹴り無し

　初級クラス（幼年/小中学生）

クラス



【 開会式 】
　開会式及び閉会式は行いません。

【 入場時 】
①体育館への入場は、選手1名につき 付き添いのみ、大会関係者とさせていただきます。
➁来場者は必ずマスクを着用してください。
➂審判・スタッフを含め、重症化の可能性が高い 高齢者、基礎疾患をお持ちの方は
   入場を控えてください。
④当日、体調不良の方は入場をお断りいたします。

【 防 具 】
①サポーターは各自でご用意してください。

②ヘッドガードにフェイスシールド※を装着してください。
   ※フェイスシールドはメーカーは問いません。ヘッドガードの面を覆うもの（面の内側又は外側）
      を各自でご用意してください。（フェイスシールドを着用したヘッドガード内でマスクをしても構いません）
➂ヘッドガードは赤白の判別できるもの（面付きに限る）を出場者が持参してください。
④赤紐は各自でご用意してください。
⑤防具、ヘッドガード、フェイスシールド、赤紐等の貸し出しはありません。

【 選手受付 】
　団体受付となります。代表の先生がお越しください。

【 選手計量 】
①前日計量を試合会場にて行います。※計量時間は各出場団体様に事前にご連絡いたします。

➁当日計量は選手が試合をする各コートで開場後（9:00～※）に行います。※計量時は、マスクの着用をお願いします。
   ※計量は試合前に余裕をもって済ませるようお願いします。

【 アップ 】
　指定の場所以外（廊下やロビーなど）でのアップは禁止します。

【 セコンド 】
①セコンドは1名のみで指定された席で応援してください。
➁必ずマスクを着用し、飛沫防止の為大きな声での応援はお控えください。
➂セコンド以外声を出しての応援は禁止します。

【 試合開始 】
①全クラス本戦マストシステムで行います。※1回戦～決勝戦まで全て
➁1階試合会場へは代表者・スタッフ・選手・セコンド1名のみ入場可能とさせていただきます。
➂1階試合会場への入場は試合が始まるクラスの選手及びセコンド、次のクラスの試合開始
    5試合前の選手及びセコンドが入場できます。（計量の選手は可）
④出場する試合の5試合前までに各コートへ集まってください。呼び出しはしません。
⑤選手・セコンドの方は試合が終わり次第、速やかに１階試合会場から退場してください。※表彰の選手は除く

【 表 彰 】
①表彰は決勝戦終了後に各コートで随時行ないますので、入賞及び3位が決定した選手は試合終了後、
   そのまま各コート待機場でお待ちください。コート表彰後、賞状ブースにて賞状をお渡しいたします。
➁選手・セコンドの方は賞状を受取り次第、速やかに１階試合会場から退場してください。

【 観 戦 】
①本部席にて団体代表者のみ観戦する事ができます。
➁2階観覧席で観戦される方は、必ずマスクを着用してください。
③2階観覧席から声を出しての応援は禁止とします。
④選手・付き添いの方は試合が終わり次第、速やかにご退場ください。

【 その他 】
①会場内では必ずマスクの着用をお願いします。
➁新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードを推奨いたします。
➂今大会は新型コロナウイルス感染防止対策を行いますが、手洗い・手指消毒は各自こまめにしてください。
   また、水分補給もこまめにして熱中症対策をしてください。

第34回 中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会
W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、以下の内容を遵守していただきますよう ご協力お願いいたします。

開催における特別注意事項



　皆様方には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、私達日本実戦空手道　七州会は、オープン参加により、流派、会派の区別なく安全性と実戦性を兼ね供えた

フルコンタクトルールを取り入れ、下記の要領により中部日本フルコンタクトジュニア空手道選手権大会を開催する運び

となりました。今大会は、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。つきましては、出費多き

時節柄誠に恐縮に存じますが、スポーツ武道を通して心身の錬磨に励む青少年の育成に温かいご支援を頂きたく、

何卒御理解の上、御協賛をお願い申し上げます。二枠以上協賛して下さった方には、当日観戦して頂けるよう来賓席

を設け昼食を用意させて頂きます。またささやかでは有りますが、御礼の品を用意していますので是非お越しください。

1．開催日  令和5年　8月27日    (日曜日)   午前9:30試合開始（開会式は行いません）

2．会  場 岡崎中央総合公園総合体育館（愛知県岡崎市高隆寺字峠1番地）

3．主  催 日本実戦空手道  七州会

4．競技種目 学年別オープントーナメント組手試合

一　枠 ¥5,000

二　枠 ¥10,000

半　分 ¥20,000

1ページ ¥40,000

ゼッケン　＋ 1ページ ¥100,000

 会 社 名

 代表者名

 住    所

 電話番号

 そ の 他

【申込先】〒470-1202 愛知県豊田市渡刈町上郷中47番地　七州会大会事務局　深津　隆行

　　　　　　　　　携帯：090-7915-0572／email：shichisyuu.kamigou@gmail.com　　　　　　　

申込み締切り：令和5年6月30日（金曜日）必着　申込書と一緒に現金書留にてご郵送ください。

＊協賛プログラム広告サイズ○を記入して下さい。　：　　　一枠　　　二枠　　　半分　　　１ページ　　　ゼッケン＋1ページ　　

プ ロ グ ラ ム 広 告 申 込 書

広告記載内容
*名刺やチラシの貼り付けでも構いません

御出席　　（　　　名様） 御欠席

どちらか○を囲んでください。　　　大会当日、協賛者様用に昼食をご用意させていただきます。

※1枠は1名様、2枠は2名様までと

させていただきます。ご了承ください。

送付先アドレス　：　hattori@editout.net　（担当：㈱エディットｱｳﾄ　服部）

協賛プログラム広告のお願い

記

第34回 学年別オープントーナメント

中部日本ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会

************************　　協賛プログラム広告料　　************************

（Ａ4ｻｲｽﾞ　1／8）

（Ａ4ｻｲｽﾞ　1／4）

（Ａ4ｻｲｽﾞ　1／2）

（Ａ4ｻｲｽﾞ　1／1）

（Ａ4ｻｲｽﾞ　1／1）

　　　　　　　　　　　　★広告をデータで申し込む場合はこちらまで

W・K・O世界組手連盟　第6回J・A・C選抜指定大会

キ リ ト リ 線


