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1　主　　催

2　大会名称

3　開催日時

4　会　　場

5　ル　ー　ル

新日本総合空手道連合会武神　大会実行委員会

武神KARATEALLJAPANCUP2017in日本ガイシホ，Jt／

平成29年7月17日（祝日）　AM9：00開場／AMlO：00開会式予定

日本ガイシホールメインアリーナ　住所／愛知県名古屋市南区東又兵工町5－1－16

全日本空手審判機構統一ルール（mOルール）　※別紙刀UOルールを参照して下さい

bKJO選抜クラス】試合時間はJKJOルール参照

【初心クラス（上段蹴り有りクラス／無しクラス）】本戦1分→延長1分（マスり

【初級グラス】本戦1分30秒→延長1分（マスト）

【一般有蔽男女／壮年男子有級／壮年男子有段】本戦2分→延長1分（マスト）

菜一般有蔽男女、壮年男子有数の防具は全て義務。但しヒザサポーターのみ任意。

※壮年者段は拳サボ＆スネサボ有り、ヘッドガード無しになります。

【一般右投男女】本戦2分→延長2分（マスト）

※一般男子有段のサポーターはファールカップのみ

※一般女子有段は拳サボ＆スネサボ有り、ヘッドガード無しになります。

激契約体重のあるクラスは上がTシャツ下は達者の下のみで計量（＋馳までは空手着の重さを考慮します）

6　対象クラス　幼年、小・中・高・男女（新学年での申請）、一般男女、壮年（35歳以上）

◎初心クラス（上段欄拍有り／無し）＝入質経験の無い者。黒帯（有段者）の参加不可。

数過1～2匝l程度の練習。中学生まで。

※初心クラスは、上段蹴り有りと無しの2‘部門に分かれています。

◎初級クラス　＝入賞経験の少ない者ふ黒帯（有段者）の参加不可。

※初心、初級クラスへの参加は、くれぐれもご配慮をお廉いします。

◎閃0濠抜クラス＝mO全日本ジュニア選抜指定大会

※選抜対象階級の参加麓数が200名以下の場合は優勝者1名、201名～400名以下の場

合は優勝・準勝者の2名、401名以上の場合は優勝・準優勝・3位×2の4名が選抜選

手として「第11回J町0全日本ジュニア空手道選手権大会」に出場できます。

※代表樺の換り上げは最大2名までとなります。

◎一般クラス＝・一般男子有級／有扱者。黒帯（有段者）の参加不可。

・一般女子有級／有扱者。黒帯（有段者）の参加不可。

・壮年男子有級／諮歳以上。有扱者。黒帯（有段者）の参加不可。

・一般男子有段／各大会での入賞経験者参加可。茶帯の参加可。

・壮年男子右投／諮歳以上。入賞経験者参加可。茶帯の参加可。

・一般女子有段／各大会での入賞経験者参加可。茶帯の参加可。

◎形クラス　＝　今年度も形クラスを設けています。別紙をご参照下さい。

※参加人数の少ないクラスは、混合クラスとなる場合が‡ございます。



7　表　彰　◎個人表彰JKJO選抜クラス／参加総人数により変動。上記選抜人数参照。

初心・初毅t一般・壮年クラス／1～3位（3位2名。3位決定戦は行わない）

※32名以上参加クラスはベスト8まで表彰。64名以上参加クラスはベスト16まで表彰。

8　参加費　有段の部（一般／壮年／女子）　￥8．0・00　（参加記念品付き）

その他のクラス（初心／初級／JKJO選抜／一般／／壮年）　￥6．＿000　（参加記念品付き）

※大会パンフレット、ゼッケンは団体受付にで当日渡しとなります。昼食は各自ご用意下さい。

※スポーツ保険は各自で加盟して下さい（大会当日の事故や怪我については責任を負いかねます）。

※形クラスは別紙を参照して下さい。　　　　　　　　　　　　∫

9　持ち物　・拳サポーター：JKJO指定品のみ可　・スネサポーターりKJO指定品のみ可

・ヒザサポーター：小学3年生以上義務・胸サポーター：小学3年生以上女子義務

・ファールカップはズボンの下に、女子の胸ガードはTシャツの下に着用

・女子が空手着の下に着るTシャツは白色、男子はTシャツは着用しないこと

※ヘッドガードと高校生のパンチンググローブは、出来るだけご自身の物をご用意下さい。

お持ちでない場合は、主催者でも用意していますので、係の者にお訪ね下さい。

10　計　量

※JKJO選抜クラスは指定防具を使用して下さい。

契約体重のある部門に関しては、必ず計量をしてもらいます。計量は、大会前日と大会当日の両

日を予定しております。前日計量は同会場にて16時～を予定。大会当日は入場から開会式まで

の問に必ず指定場所にて計量を済ませて下さい。その他、詳細は後日ご案内。

※契約体重のあるクラスは、上がTシャツ下は遺著の下のみで計量（＋500安までは空手着

の重さを老虚します）

川　注意事項1．萬場クラスの記入間違～、は失格となります。（新学年での中濃になります・ご注意下さい・）

2．何らかの理由で参加不能となった場合必ず各団体を通じて大会事務局まで連絡して下さい。

3．大会事務局に納入した参加費はいかなる場合があろうとご返金出来ません。

4．セコンドには一誰も付けませんのでご注意下さい。1（七コ‾ンF無し）■

5．′…幼年や低学年の選手の付
き添いとしでの立ち入りは可能です（定位置への案内が終わりましたら速やかに外へ出て下さい。〉

6．応援は禁止です。畠轍
7．参加藩手はもちろん、付き添いの方々も相手達手や審判貞に対する礼節、マナーに充分ご配

慮願います。

8．三脚を使用上でのビデオ撮影はご遠慮下さい。フラッシュ撮影は試合の妨げにまりますので

ご注意下さい。

9．テーピングテープの使用は、怪我などでやむ負えない場合を除き禁止とします。

10．会場周辺の駐車場には限りがありますので、交通機関等をご利用下さい。

11．その他、同封の叩JO‘試合規約の注意事項や禁止事項者参無しで下さへ

※全国から様々な遣手が参加するオープン大会です。常識のある行動をお願い致します。

11申込締切　平成29年5月17日（水）必着　※事務局必着締切日時です。

※参加申込は必ず各団体でまとめてご郵送、ご入金下さい。



◆形の部〈大会裁定〉

個人形競技の予選・決勝は以下の通りである

学年 仄8ｵｨ顥m｢�予選／決勝形 

幼年～小学2年 傀从���(hｸ��自由 

小学3年～小学4年 傀从���(hｸ����8ｸ��自由 

小学5年～小学6年 傀从���(hｸ������8ｸ��自由 

中学生 冲ﾈｸ��騁ﾉ&��自由　∫ 

高校生～一般 冲ﾈｸ��騁ﾉ&��自由 

小学生 俛Y���自由 

※全てトーナメント試合のフラッグ制で行う。創作系、中国拳法の形は不可。

【判定基準】
・技の正確さ、正しい緊張、集中力、極め、呼吸と動きの調和、滑らかな身体の移動、腰の

位置と安定した重心、「芝居がかった演技」ではなく「形本来の意味の演技」を判定する。
・演武中、帯が床に落ちた者は負けとする。

・決勝においで、難度の高い形を使用する場合、熟練されていないと基本形に負ける場合も

ある（級位が低い少年少女がスーパーリンペイ、燕飛などを演武する事はあり得ない）。

※各流会派によって形の若干な違いがあると思いますが、判定は全で審判の判断に委ねます

ので、クレームはご遠慮臆います。

【凍技種目の基準】
・初級　→10～8級　　・中級　→　7～4級　　・上級　→　3級以上

【参加費】
・幼年～中学生　￥4．000　（参加記念品付き）

・高校／一般　￥6．000　（参加記念品付き）

※大会パンフレット、ゼッケンは団体受付にで当日渡しとなります。昼食は各自ご用意下さい。

※スポーツ保険は各自で加盟して下さい（大会当日の事故や怪我については兼任を負いかねます）。



武神KARATEALLJAPANCUP2017
参加申込雷

大会会長　殿
・私儀、本大会のルールに従って正々量々と鼓を貴い合うことをここに誓います．
・賦含中、負傷または雷故を象った場合、傷暮篤農の遇用鴨囲内としその鶴は一切轟義申し立ていたしません．

㊥選手氏名　　　　　　　　　　　保隷書氏名　　　，
（選手が未成年の場合、保護者印が必要）

所属団体名 冽ｸ�98y����ﾕ闔Hｹ��

代表著名（フリガナ 俶ｩ&ﾘ�����ﾉ��9"�

代表者住所 ����x���ｨ����Lﾘ.髷�����{R�

連　絡　先 凉������･Hｪ�+(ｭ(ﾆHﾅ8+)Uｹ�顋��｢�

フリガナ 選手氏名 ��剞ｶ年月日　　昭和・平成　　年　　月　　日　　義 

新学年／性別　幼・小・中・高　　年　／男・女 

住　　　所 ����x�������������｢�

電話（　　　） 

段・級位 �&��Xｸ��刹�@手　歴　　　　　　　　年　　　　　　　ヶ月 

身長／体重 ��y+x��������6ﾘ���ﾈ���������ｶr�價KJO代表権　　取得済みOr未取得（叢抜クラス出場者のみ） 

出場希望クラス （○で囲む） ※6月開催に付 傀��84�8�5����9&偖(.洩8+X�度4�8�5��｢��� 

幼年男女混合 傅ﾈｧs�D�&ｨ�ﾚﾈﾘr�小学2年男女混合t小学3年男女混合l小学4年男女混合 

小学5年男女混合 傅ﾈｧsiD�&ｨ�ﾚﾈﾘr�紫蓼加入数の少ないクラスは混合クラスとなる脚ございます 

初心クラス／上段蹴り有り（18クラス � � ��

年少，年中男女混合 僖�+y&ｨ�ﾚﾈﾘr�小学1年生男子 剌ｬ学2年生男子 傅ﾈｧs9D��i&ｨ���

小学4年生男子 傅ﾈｧsYD��i&ｨ���小学6年生男子 剌ｬ学1年生女子 傅ﾈｧs)D��h����

小学3年生女子 傅ﾈｧsID��h����小学5年生女子 剌ｬ学6年生女子 �(hｧy&ｨ��SVｶyj)i��

中学男子SSk9以上 �(hｧx���CVｶyj)i��中学女子45kg以上 刳y●加入数の少ないクラスは渡合クラスとなる■合がございます 

初級クラス（22ク �7H5��｢� � ��

年少，年中男女混合 僖�+y&ｨ�ﾚﾈﾘr�小学1年生男子 凵｡小学2年生男子 傅ﾈｧs9D��i&ｨ���

小学4年生男子 傅ﾈｧsYD��i&ｨ���小学‾6年生男子 剌ｬ学1年生女子 傅ﾈｧs)D��h����

小学3年生女子 傅ﾈｧsID��h����小学5年生女子 剌ｬ学6年生女子 �(hｧy&ｨ��SVｶyj)(R�

中学男子55kg以上 �(hｧx���CVｶyj(ﾖ��中学女子45k9以上 剄ｍZ男子65kg末弟 俘(ﾕｩ&ｨ��cVｳ���2�

き新学年でお申 俘(ﾕｨ���S�ｳ冓iwB�高校女子50kg以上 ��nO��?ﾉ�H,ﾈ晴,�*(4�8�5�,ﾙEｨﾘx4�8�5�,h,�.傚�ﾘx*ｨ+(+H*(-ﾈ+r�

し込み下さい 筈ｴ､��僵(4�8�5���3H4�8�5��｢����� 

幼児男子の辞 况8髦���,ﾈ��小学1年生男子 剌ｬ学2年生男子 傅ﾃ9&ｨ��#vｶyj)i��

小3男子27kg以上 傅ﾃI&ｨ��3�ｶyj)i��小4男子30k9以上 剌ｬ5男子35kg未満 傅ﾃY&ｨ��3Vｶx決�2�

小6男子40kg未薫 傅ﾃi&ｨ��C�ｶx決�2�小学1年生女子 剌ｬ学2年生女子 傅ﾈｧs9D��h����

小4女子30kg末弟 傅ﾃH���3�ｳ���2�小5女子35kg未満 剌ｬ5女子35kg以上 傅ﾃh���C�ｶyj)i��

小6女子40kg以上 �(hｧy&ｨ��CVｳ冕)i��中学男子55k9未満 刄衰w男子65kg末弟 �(hｧy&ｨ��cVｶx決�2�

中学女子45kg末弟 �(hｧx���56ｳ冕)i��中学女子SSk9以上 剄ｍZ男子60kg末弟 ���ﾘ(ﾕｩ&ｨ��s�ｶyj)i��

高嶺男子70kg以上 俘(ﾕｨ���S�ｶyj)i��▲‾高校女子57kg未満 凵|■高校女子5刀唱以上 ��

般クラス（6ク �5��｢� � ��
一般男子65kg兼業 �ｩLｩ&ｨ��cVｶx決�2�一般女子50kg未溝 刪齡ﾊ女子50kg以上 ��9D�&ｨ��s�ｶyj(ﾄ��

壮年男子70kg以上 ��h自Lｩtﾉ&��Y�9D騁ﾉ&�,ﾉ+ｸ,ﾈ-ﾙ¥ｨ鑛�ﾈﾙ�-ﾙw�鑄*�.����nO��?ﾉ�H,ﾈ晴,�*(4�8�5�,ﾙ6靼x4�8�5�,h,�.��ｨﾘx*ｨ+(+H*(-ﾈ+r�

過去1年以内の 大会入賞歴 ��



武神KARATEALLJAPANCUP2017
－扱者投男女・壮年有段男子の部　参加申込書

大会会長　殿
・私儀、本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います．

・拭合中・負傷または事故を負った場合、傷害保験の適用畿片内としその鶴は一切異義申し立ていたしません。

毒手氏名 保養者氏名　　　　　　　　㊥

（選手が未成年の場合、保護者印が必要）

＿所属団体名＿ 葺����������������������耳����������耳�������������������������������������������������ﾈ�2�

代表著名（フリガナ） �6H�����ﾈ�����w(駟�ｨ�������ﾈ�X���X�X��x���

奥如　石川遭湯 
代表者住所 ����x�����ｩ�ﾙOH.ｸｺ�����炫�

違．絡　先 菱�ﾅEx�ﾆﾆﾅVﾇHｺ鞍��9y8�Y�(ｭ�,^��｣��8����－TEL（　　　　）　mヰ且Ⅹ0562－削677　　　） 

フリガナ ＿選手氏名 ����iD霾�?ｩ?��昭和巨平成　　年　　月　　8　　歳－ 

剃先こ ��

任　　　所 ����x�������������｢�

段1劇位 �&���騎�仭8駟��?��年　　　　　　ヶ好　一 

身　　　長 �6ﾒ���ﾈ��b�kg 

出場希望クラス （○で阻む）r ��h��&ｨ��tﾉ&�,ﾉYH�｢�【女子寮段の部】、 劍uI�9D�&ｨ��tﾉ&�,ﾉYH�｢�
軽量級（龍重6．2kg末葉） 佗處ｨｸ����ﾈ�S�ｳ冕(ﾉ8�｢�剏y量級（体重、70k9未東） 

中量級■（体重72kg未満） ���(i|ｨｸ��呵ｨ�Svｳ冕)i��｢�剌d量級（体重70k9以上） 

重量級（体重72k9以上） 偬I|ｨｸ����ﾈ�Synx決�8�｢�� 

過去2年以内の 大会入賞‾慶一 ��劍���5ﾉWC�hx��:�X���hx�佗c)hx�｢�ﾄ��ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�白�Fﾂ�ﾈ��ﾂ�白�ﾆﾂ�ﾆﾂ��s66ﾕェ6ﾘ�b�鳴�6x���5ﾈ*�H�ｨ��r��2�ﾆﾂ�Fﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�鳴�鳴�z�lｨ,倩�kﾈ�Y;��ｩkﾈ�X､ｸｸ�/�ｴﾉ?ﾂ�



武神KARATEALLJAPANCUP2017

【形の辞】大会参加申込書

大会会長　殿
・私儀、本大会のルールに従って正々董々と技を競い合うことをここに誓います。

・賦食中、負傷または事故を負った場合、傷嘉鋸験の遇用範欄内としその後は一切鼻義申し立ていたしません・

㊥
（選手が未成年の場合、保護者印が必要）

選手氏名　　　　　川　　　　保護者氏名

所属団体名 ��y7��9{h�����9:�k｢�

代表著名（フリガナ 偬IZ��X�X�Y5��ﾉ,ｨ�ﾒ�

代表者住所 ����x���ｩ�ﾙLﾘ鄧梭��i��

連　絡　先 疋Tﾈ�����ｨ�SI�杏ﾈ�xvﾈ�iDh�f�v��｢�

フリガナ 選手氏名 ����iD霾�?｢�昭和・平成　　年　　月　　日　　歳 

学年／性別 况8�X抦�Y(h�Xﾘ(����D�����&ｨ�X��

住　　一所 ����x�｢�����������6I�(���｢�

段　十枚位 �&��Xｸ��仭8��訷�����年　　　　　　　ヶ月 

身　　　長 �6ﾒ���ﾈ��������kg 

出場希望クラス （○で囲む） 佝�,ﾉYH���84�8�5��｢��� ��

幼年～小学2年 况9D���抦ｧs)D��小学3年～4年 傅ﾈｧs9D���ID��小学3年～4年 

初級 �(hｸ��初級 �(hｸ��上級 

小学5年～6年 傅ﾈｧsYD���iD��小学5年～6年 傅ﾈｧy�b�中学生 

初級 �(hｸ��上級 乂i���有級 

中学生 俘(ﾕｩ�h��自L｢�高校生～一般 �� 

有段 冲ﾈｸ��有段 

【基準】初級→10～8枚　中級→7～4級　上級→3級以上 

過去1年以内の 大会入賞歴 ��

墾7月開催に付き、新学年でお申し込み下さいL


