
青少年健全育成チャリティー

「第19回チャレンジカラテトーナメント」開催のご案内

全日本武神ランキングポイント大会

平成11年より北海道内外の多くの道場・団体のご協力を得て開催をして参りました「チ

ャレンジカラテトーナメント」がおかげさまで19回目を迎える運びとなりました。

本大会は異なるルールのフルコンタクト・硬式（防具付）・グローブ（新空手）の各カテ

ゴリーを同一会場で実施することで、各競技ルールの短長所を理解しあうことが出来る大

会でありかつ初心者から上級者までクラスを細かく設定していることから幅広い道場・団

体の共感を得て、東京以北最大の競技会として認知されております。

様々な団体の選手が出場し、互いに切磋琢磨することで選手個々のレベルも回を重ねる

ごとに向上し、各会派が主催する全日本大会・国際大会などで入賞する選手も多数出てお

ります。今大会のフルコンタクトカラテ部門ジュニア上級クラスにおいては「全日本武神

ランキングポイント大会」のため成績に応じてポイントが付与されます。

また本年も選手の支援策として、優秀選手に北海道外で開催される各流派の全日本大会

等への出場を条件に「武道奨励金」を贈呈他多数の副賞をご用意しております。どうぞ貴

道場の皆様の多数のご出場ならびにご協力・ご支援のほど心よりお願い申し上げます。
■

記

日　　時　　　平成29年8月13日（日）午前9時30分　開会式

場　　所　　　北海道立体育センター「北海きたえ～る」メインアリーナ

主　　催　　　チャレンジカラテトーナメント実行委員会

主　　管　　　一般社団法人北海道空手道協会　水瀞含丈夫塾

後　　援　　　北海道・北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委鼻会

北海道フルコンタクト空手道連盟他依頼中

協　　賛　　（株）マーシャルワールドジャパン・（株）イサ三・K－WORLD他

協　　力　　JKJO全日本空手審判機構／NPO法人新日本総合空手道連合会　武神

IKA国際空手協会

以上



＊開催計画

①日　　時

⑦協　　　力

⑧出場資格

⑨表　　彰

⑩参　加　料

⑪入　場　料

⑫申込締切

⑱注意事項

平成29年8月13日（日）午前9時30分開会式（予定）

（選手受付8時30分より）

北海道立総合休育センター（北海きたえ～る）メインアリーナ

（札幌市豊平区豊平5条目丁目1－1℡01ト820－1703　地下鉄東豊線量平公園駅直結）

チャレンジカラテトーナメント実行委鼻会

一般社団法人北海道空手道協会　水瀞含丈夫塾

㈱イサミ・㈱マーシャルワールドジャパン・K－WORLD他本企画により依頼中

北海道・北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会・北海道フルコンタクト空手道連盟

他依頼中

J KJO全日本空手審判機構・NPO法人新日本総合空手道連合会　武神・lKA国際空手協会

◎ルールを遵守でき、健康で大会出場の意志のあるもの。

◎グローブ空手においてはプロ戦績5戦以内のもの。

◎団体・道場責任者の承認を得れるもの（フリー参加はできません）

☆各種目とも3位まで（2名）

☆ベストファイト賞・ベストスピリケ下貰・技能賞・日刊スボニッ特別賞他　¶‾‾‾‾‾‾

●組羊一般・J r共に　6，000円

●型・租手Wエントリー8，000円

無　料

は持参に6月30

＊セコンドについて‥セコンドは指導者のみ1名といたします。（ただし、選手は可、保護者は禁止）

セコンドの服装：成人は正装（ネクタイ着用）、選手は空手衣またはチームジャージ等可。

セコンドも礼を選手と同様にお願いします。手拍子・大声も禁止です。技の指示等に徹してください。

＊審判、選手への暴言は出場している他の選手・役員も含め道場団体を退場とし今後の出場を停止いたします。

＊試合での事故（死亡・怪我など）は責任を負いません。各自必ずスポーツ保険に加入の上ご出場下さい。

＊判定へのクレームは一切受け付けません。また、一度受けた申込書並びに参加費はお返しできません。

＊サポーターは着用義務ですので各自で用意のこと。着用無い選手は失格となります。（会場にて販売あり）

＊試合会場内の飲食は厳禁します。（水分の補給のみOKです）

＊ウオームアップは、会場内ウオームアップエリアにてお願いいたします。

＊2度のアナウンスでいない場合は失格となります。会場内にて選手は待機ください。

＊選手にはゼリー飲料を配布します。昼食は各自で用意のうえ選手控室又は観客席でお取りください。

＊ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

＊ファールカップはインナー（空手衣の中）でお願いします。女性以外は空手衣の下に丁シャツは不可です。

失格となります。Tシャツの色は白のみといたします。（火傷など事情のある方は事前に申し出ください。）

＊特に硬式空手■グローブ空手部門の選手は試合終了後、飲酒は避けて下さい。

＊駐車場は役員のみです。駐車券の無い車輌は駐車できません。施設提携有料駐車場をご案内いたします。

＊申込書は道場ごとにまとめてお申し込みください。

＊前日計量を実施いたします。17時～19時メインアリーナ内にて行います。対象者はご来場ください。

⑬大会事務局　　　　〒065－0011

札幌市東区北11条東5丁目1－12　K－WORLD内

チャレンジカラテトーナメント実行委員会

TELO11－712－111FAXO11－712－1120

E－mail：info＠k－WOrJd．jp　　担当：宮地・松山
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1部門および種目

【ジュニア】

＜フルコンタクトカラテ部門＞
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＜硬式空手部門＞
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計量時に規定の体重をオーバーしている場合は失格となります。
マスターズは満35才以上　　　一般女子・男子は高校生以上が出場できます。

茶帯以上は上級に出場のこと



＊　競技規定

フルコンタクトカラテ部門

1．J KJO公式ルールを適用するが、一般男子上級も試合時間は全試合2分間とする。

初級・マスターズ（シニア）の延長時間は1分間とする。

また、マスターズ（シニア）・一般女子についてもナックルグローブを着用する。

マスターズt（シニア）はウレタンヘッドギアを着用とする。

硬式空手部門

1．防具 スーパーセーフ面又はK－プロテクター・胴・拳サポーター・レッグサポーター
・ファールカップ着用（女性もアンダーガード）。（サポーターは布製のもの）

（パンチンググラフ不可、手に軍手・バンテージOK、ニーサポーターは任意）
一般男子上級は胴プロテクターを着用いたしません

2．試合時間　　2分間（小・中学生・マスターズ・一般女子は1分30秒）

延長戦1分（1ポイント先取）

3．1本

4．技あり

5．判定

6．反則

7．その他

的確な打撃によるダウンまたは5ポイント1本先取。

（ただし、小学生は3ポイント制）
プロテクター着用部位（上段・中段）への的確な打撃（突き・打ち・蹴り）をポ

イントとする。（連打を認める・掌底二バックハンド・口‾－キック・ヒザ蹴り‾を

認める）ただし、ヒザ蹴り・ローキック（一般男子の中段攻撃）については
フルコンタクトカラテと同基準（ダメージ）とする。

相打ち1瞬時の返し技については双方にポイントを与える。また、足払いからの

瞬時の極めはポイントとなる。

ポイントが多い方を勝者とする。また、ポイントに差がない場合、明らかに攻撃

の多いものを勝者とする。

故意の投げ、つかみ、倒れた相手への直接打撃、背部・金的への攻撃、アッパー、

執拗な掛け逃げ

注意2回、場外2回で相手に1ポイントを与える。著しい反則攻撃、逃げ回るな

ど闘う意志のないものは失格とする。

グローブ空手部門

1．防具

2．試合時間

3．1本

4．判定

5．反則

6．減点

7．その他

グローブ、ヘッドギア、レツグサポーター、ニーサポーター、

ファールカップ、マウスピース着用。空手衣着用。

2分間1ラウンド

突き、蹴りによる攻撃で3秒以上のダウン、又は、2度の技あり。

技あり　→突き蹴りによる攻撃で一時的にダウンし、3秒以内に立ち上がった

とき。または、倒れはしないが、一方的な連打をあびたとき。

ドローの場合1分のインターバルののち2分間の延長戦。副審（2名）およびレフ

リーによる旗判定とする。（本戦もレフリーを主審とする）

肘による顔面殴打、金的けり・頭突き一・一投げ、ダウンした相手への攻撃こ一背中へ

の攻撃、両手で掴んでの膝蹴り（首ずもう禁止）、度重なる場外。

選手が規則に反したときはポイントを減ずる。

反則を行なった時、注意を与え、注意2回で減点1、減点2で失格となる。

試合はトーナメントとする。バックハンド、片手で掴んでの膝蹴りを認める。

☆超軽量級・軽量級・軽中量級12オンス

☆中量級・中重量級　14オンス

☆重量級　16オンス

1．勝敗 3審制によるフラッグマスト方式トーナメント

①正確さ　く手の握り・目付き■下半身のふらつきなど）

②気合・気迫
③優美さ

④緩急
（9難易度　の5項目から判定をする。創作型は禁止。



JKJO全日本空手審判機構試合規約

－＿＿‾：賦 俘x鰾�間－ ������x��������訷�R�凵P‾‾ここ■サ二‾－：‾‾ポー．∴一十二一二す二 劔－ 

本戦 �I+r�莱マス ��9&俑��一本 亰ｩtﾈ8｢�噂ドガード 佶ﾒ�スネ 脛 �7�5R�Tr�ファール カップ 傚y�ｹw��6�4h5�6x4ｸ�ｸ6��
滋マスト 劍�俾冤X.�:�ﾈ�｢�（自滅も同様） ��dｶ､�y.胤ｲ�ｦX齷w��2�J旧（鵜定晶 各自用意 �ｨ腥;�ﾉ.鰻��kﾈ齷w��2�八橋定品 各自用意 筈ｶ､��H偰V��ｦX齷w��2�」く」0推奨品 各自用意 

幼児 小学生 ��Z｣3�V"�1分 ��Z｢�ﾈ飲�,ﾈ-ﾒ�無 ��Xﾈ(,�.h8｢�耳�,X.�5�4X92�9V(決�8,ﾂ��ﾘ�9�(��①宙に浮かせ転倒させる Q）上段にグノーンヒット ③一時的に動きが止まる ④一時的に戦意喪失 ①下段蹴りで足を引きずる ⑥腹部のダメージで体が くの字になる ⑦防戦一方になり反撃しない 状態が続く ��ｲ�○ ��ｲ�○ 3年以上 義務 ��ｲ�3年生以上女子（．、・ 2年生以下女子× 男子× 

中学生 ��Z｣8�儼"�1分 ��Z｢�oh-ﾒ�有 ○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ 傚x���ｲ�&ｨ�����

高校生 �)Z｢�2分 �)Z｢�ﾌ韈ﾈ,ﾈ-ﾒ�有 劍�ｲ�○ ク●ロープ 幡��○ ��ｲ�女子○ 男子× 

一般 女子 �)Z｢�2分 �)Z｢�ﾈ飲�,ﾈ-ﾒ�有 ��Xﾈ(,S9V"�決�8,ﾈ5�4X92�9V(決�8,ﾂ��ﾘ�9�(��○完全に宙に浮かせ転倒させ タイミング良く下突きを合わ せれば技有り‾ ¢）上段にクリーンヒットし ダメージがあれば技有リ （9～㊨ジュニアと共通 ����× ��ｲ�任意 ��ｲ�○ 硬筆可 

一般 男子 �)Z｢���ﾈ飲�*�.r�9Z｢�2分 �)Z｢�揄Z8*��有 劍���× ����× ��ｲ�× 

※」KJO指定品と同タイプで、新極真のロゴマークが入っているサボ鵬夕鵬（新極真NS，新極真SL－3058，新極真SL－1103）、

ヘッドガpド（金網面HG－M3－WH－SK）は使用可。

a．掴み、掴んでからの攻撃、掛け、抱え込み

b．掌底押し正拳押し相手の身体に手・胸を付けての攻撃

亡．頭突き、頭をつけての攻撃、背後からの攻撃

d．手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り

e．下腹部（帯より下、股関節より上）への攻撃（「股は金的）

f．故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ

9．上段膝蹴り（小学生以下は反則、中学生以上は有効）
h．主審の「やめ」の合図の後に意図的に攻撃をした場合

しその他審判が反則とみなした場合

県定優先席

謡）＞祈り＞ダメージ＞有効打＞攻撃数＞積極性

■

∂．注意4となった場合

b．一・一度の反則でも相手がドクターうしトッ刀こなった場合

（．試合時間に遅れた時

d．審判員の指示に従わない時

e．試合開始から判定が下されるまでⅤ刈誹土はダメージ

とみなされ失格とする

f．規定体重を超えていた場合

判

注憲二‾二者二一秒蘭係■■ 

0妻注意1妻注意2妻注意3＞注意4 �(ﾘ�8ﾛs�,ﾈ鳧,ﾘﾜX�露+x決､�ｹ.�,�Xｻ�+X,�*(�)(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

0　　　≧　　　注意2 �(ﾘ�8ﾛs(,ﾈ鳧,ﾘｮ馮ｹ4�,儿�*�+�*ｨ����c(決�8,ﾈ韋ﾘy>�vX,X処*ｹZｨ*�.�*�.��

0　　　　　＞　　　　　注意3 �(ﾘ�8ﾛs8,ﾈ鳧,ﾘ,x/�,�,倩靼y>�vX,X8ｨ�ｸ6�+X,H*(,H.�ｵｩtﾈ.�/�竧.x,�*(ﾌ�.厩�*�,X*�.��

0　　　　　　　　　＞　　　　　　　一注意4 �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

注意1　　≧　　　注意∃ �(ﾘ�8ﾛx*｣(,�,ﾈ,Xｮ馮ｹ4�,儿�*�+�*ｨ����c(決�8,ﾈ韋ﾘy>�vX,X処*ｹZｨ*�.�*�.��

注意1　　　　＞　　　　　注意4 �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳧��5�,X�ｦ�,�,ﾈ,Y�ｨ膵+8.ｨ,�*"�

注意2　　　＞　　注意4 �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

＿．‾一一澄憲章と技 ��.�,ﾈ�H��蔗�

0＜執注意1皇技青堀意2皇技百十注意3＞技有＋注意4 �(ﾘ�8ﾛs�,ﾈ鳧,ﾘﾜX�露+x決､�ｹ.�,�Xｻ�+X,�*(�)(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

0　　　　＜　　技有＋注意2 �(ﾘ�8ﾛs(,X.�ｵｩtﾈ.�*ｨ*�.�,ﾈ,X�+�,X*�.��

0　　　　　　　　≦　　　　　技有＋渥蓋う 亰ｩtﾈ.�*ｨ*�.�,ﾈ,X�+�+�*ｨ����c(決�8,ﾈ韋ﾘy>�vX,X処*ｹZｨ*�.�*�.��

0　　　　　　　　　　　＞　　　　　　　　技有十注意4 亰ｩtﾈ.�*ｨ*�,�,H.�(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

技軌凄意1　　　　≧　　技有増蓋う �(ﾘ�8ﾛx*｣(,�,ﾈ,Xｮ馮ｹ4�,儿�*�+�*ｨ���?�(決�8,ﾈ韋ﾘy>�vX,X処*ｹZｨ*�.�*�.��

技白＋諾意1　　　　　　＞　　　　　技有†注意4 �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

技有＋注意2　　　＿＞　　　技有十注意4 �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ��

．＿薔‾‾．‾‾－‾・：衣言三一 

・帯留め曽用必須滞が解けないように帯留め又はテープで画定） 

・ファールカップはズボンの内側にすること。 

・男子のインナーTシャツは禁止、女子は白のみとする。 

・女子のチェストガードはTシャツの下に着用すること。 

十寮‾一止∴寧‾、項－＿． 
・判定後の「雄叫び」「ガッツポーズ」は厳禁とする。（注意・失格となる場合がある） 

・判定に対しての抗議は一切受け付けない。 

・怪我によリテーピングを施す必要がある場合は救複係りの籍示に従い検印を受ける。 

・テーピングは各自持参すること。 

注　意　事　項
・セコンドコーチは付けない事とする。応接は禁止とする。

・派手な髪型（金髪など過度の染髪、デザインした剃り込みを入れる等）での出場は禁止とする。

・大会参加前には必ず各自スポーツ俣横に加入すること。・大会主催者は、大会当日の事故・怪我・盗凱こついての一切の責任を負わないこととする。



第19回チャレンジカラテトーナメント出場申込書
大会実行委員会事務局
宮地　政樹　殿

平成29年8月13日（日）道立総合体育センター　北海きたえ～る　メインアリーナ　にて開催

平成29年6月30日（金）大会実行委員会事務局必着

参加申し込みを妃人様出することにより貴大会ルールを遵守し、大会における事故、過失等における死亡、怪我、後遺症等の一切の責任を主催者および

関係者、相手選手に請求しないことを誓約いたします．また、ジャッジについて一切のクレームを申し立てないことを了解のうえ申込みをいたします。

※下記の稀は団体代表者がご記入下さい。　　　　　　　　　　　　　記入日　　2017年　　月　　　日

所属道場 刔ｸ�98xｭ���ﾈ�I���巨頭 �y梭�����(xR�
□ 筈ﾈ���8�ﾈ�����������������������H�����ﾈ�8���ﾈ�H�ﾂ�

軽 ��x��勧���YV��8ﾆ儼佗ﾈ-6ﾉ$���xB�
※ここから下の櫛は、参加選手が記入。　　▲凸■一▼r仙■V叩■‾▼○‾lUTT 

ふりがな ��　　l ※未成年者は保護者本人が記入捺印して下さい。 

氏　名 □【コ【コ �2�保護者名 �R�

生年月日 ��ﾉ~���������D�������ﾈ�������?｢�年令 俐陝���ﾏｹ&ｨ��ﾏｸ��

住　所 ��

電話番号 ��身　長 �6ﾘ�ｩ�ﾈ��ｨ����ｶr�

修業年数 僖���������9hﾈ��級段位 �&����X����_ｨ*ﾘ�����������｢�

職業 ロ【コ【】 �����檠�ﾈ������ﾘ(ﾕｧI�Xｧy�h����ﾏｹ(hｧy�h������ﾏｸ抦ｧx����D��h�ｨ������v9D��

ふりがな ��市町村名 ロ日日 �72�Wｲ�■　　市　　区 l 

学校名 ��

ロ　ロ　⊂I 劍ﾊx�｢�

※パンフレットには、道場名が記載されます。フリー出場はできません。 

場種目 俟H���7H8ｸ5(98�X4�8ﾘ�ｸ7X�Xﾅ�����富4x986x8ｨ�ｸ�(�｢�種目番号 ��

過去の大会 入賞歴 ��

既応歴 ���85�ﾈ�,ﾉEﾙ�ｹk�,ﾉtﾉk8�ｸ��tﾈ�Yk8�������9���W9�駛ﾈ,ﾉtﾉk8�ｹtﾈ�Yk2�

感染症（エイズ・B型肝炎等）の有無　⇒　有・無 剄ｌ決ｳの有無　⇒　有・無 

女性のみ（該当するものに○）過去3ケ月以内に妊娠　骨盤部の痛み異常膣出血乳房機能不全 

スポーツ 保険加入 の有無 冲ﾈ�Yk8�������iTｸ+胃x覃,�,H5�7ﾈ�ｸ68ﾏ(��?�,ﾘ+(��?ﾈ,ﾈ*H*h��ﾈ,ﾈ+�,h���

個人情報保護法を順守し、大会主催者は参加申込霊および名簿の管理には万全を期すとともに申込者への資料送付 
および情報の提供以外には一切使用いたしません。 

※参加費受領　　　　　　月　　日　垂領　領収 


