
第 11回不動心杯ジュニアオープン新人空手道選手権大会

開催のお知らせ

拝啓

1寺下ますます御健勝のこととお慶び中し Lげ ます。

平素より日本実践空手道・日本武道振興会高橋道場に格別のお引き立てを厚 く

心より御礼申し Lげ ます。

令和 4年 6月 191(H)西 宮浜甲子園運動公同体育館にて

「第 11回不動心杯ジュニアオープン新人空手道選手権大会Jを開催する運び

とな りました。

今大会も初′む・初中級クラス・チャンピオンカップ予選クラスと3つに分か

オして行います。

初心・初中級クラスにF-5し ては、新人育成を趣旨とした安心して戦える舞台

を目指 したく思ってお ります

チャンピオンカップ予選クラスは令和 5年 2月 開催予定の各予選を勝ち抜

いた子供達の トーナメン ト本戦出場権利を獲得できるクラスにな り、ワンラン

ク上の レベルを目指す良い機会になる事を願ってお ります。

感染予防対策を徹底 し、安全な形で取 り組んで参 ります。

なお、進行、時間、試合形式 (マ スク、フェイ スガー ド等)の変更が生 じ

る場合がございます.

スケジュール等、中し込み確定後改めて発表させていただきます。

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

日本実践空 手道  日本武道振興会

高橋道場   代表 高橋直弘

〒663-8154

兵庫県西官市浜 甲子匠 3-3-16プ ラージュ甲子園 2F
高橋道場大会事務局

TEL・ FAX 0798-49-7150



第 11回不動心杯ジュニアオープン新人空手道選手権大

【大会要項】

日時 :2022年 6月 19日 (日 )

9時開場受付 9時 45分試合開始予定 (開会式無し)

※コロナウイルスの状態により、大会を安心安全に開催するための予防策とし必要に

応 じて、大会開催に制限を設ける場合がございます。

※出場人数によつては、2部制または 3部制で行います。

場所 :西官市浜甲子園運動公園体育館   兵庫県西官市棚 ‖町26

主催 :日 本実践空手道 日本武道振興会 高橋道場

後援 :西宮市 (予定)。 西官市教育委員会 (予定)。 日本武道振興会

出場資格 :幼年～高校生までの男女

【初心クラス】

※年数 。試合出場数に限りはなく初心クラスまでの入賞無し

(道内・ベスト8・ 敢闘賞は問わず)

【初。中級クラス】

※初中級クラスに上がったものの初中級クラスでの人賞経験無し

【チャンピオンカップ予選クラス】

※2023年 2月 開催予定の予選クラス。人賞者は出場権利を獲得。初心。

初中級クラスでは出場権利の獲得はできない。

出場費 : 6,000円 (昼食無し。保険は各自で加入)

※申込後は出場如何に関わらず参加費の返却は出来ませんのでご了承ください。

但し天災や行政の規制等、やむを得ない事情で開催できない場合は 1か月前ま

では全額返金、以降は 50%返金とさせて頂きます。

出場締め
―
切|り :2022年 5月 14日 (土)必着

大会事務局 :〒 663・8154 兵庫県西宮市浜甲子園3-3-16プラージュ甲子園2F

TEL・ FAX 0798‐ 49‐7150



不動心杯ジュニア大会ルール

【初・

初心クラス

幼年～中学生迄

(男・女)

1 ～準決勝まで ト インナーサポータ

本戦1分

延長1分 (マストシステム)

本戦1分

延長1分 (マストシステム)

O
(主催者準備)

'ラ
ス

幼年～中学生迄

(男・女 )

1 :まで 決勝 インナー1

本戦1分 15秒

延長1分 (マストシステム)

本戦 1分 15秒

延長1分(マストシステム)

O
(主催者準備)

・ン :

'ラ
ス

1 力～準決勝まで インナーサポータ

幼年～中学生・12
(男・女 )

本戦1分30秒→

延長1分 (マストシステム)

本戦1分 30秒→延長 1分
→再延長 1分
(マストシステム)

X

高校生
(男・女)

本戦2分→

延長2分 (マストシステム)

本戦 2分→延長 2分
→再延長2分
(マストシステム)

X

システ 。体重判定は行いません。※ルール改定の

【チヤ

※マスト

【判定規定】
①【一本勝ち】自滅でも同様 A打撃で一瞬でもダウン  B3秒 以上の戦意喪失

②【技あり】自減でも同様 A完全に宙に浮かせ背中から転倒させた場合、下突きが無くても技あり
B上段にクリーンヒット C一 時的に動きが止まる D一 時的に戦意喪失
E

③ 【反 則 】 A
C
E
G
H

④【失格】 A
C
E
F

⑤【判定

下段蹴りで足をひきずる F腹 部へのダメージで体がくの字になる

掴み、掴んでの攻撃、掛け、抱え込み B掌底、正拳押し、相手の体に手・胸を付ける

頭突き、頭をつけての攻撃 D手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り

下腹部 (帯より下、股関節より上)への攻撃 F背後からの攻撃、倒れた相手への攻撃

故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ
上段膝蹴り(1ヽ 学生以下は反則、中学生以上は有効):そ の他審判が反則とみなした場合

注意4が与えられた場合 B一 度の反則でも相手がドクターストップになった場合

試合時間に遅れたとき  D審 判員の指示に従わない時
試合開始から判定が下されるまでの1巨吐はダメージと見なされ失格とする

規定体重を超えていた場合

※マスクまたはフェイスシールド・マウスシールド着用。

Bサポーター類(全て布製)は各ご自持参ください。

ファールカップは男子全クラス・ひざサポーターはチャンピオンクラス小3以上着用義務。

※パッドの薄い物や危険と判断したものは主催者側準備品と交換させて頂きます。

C男子のインナーTシヤツ、インナーサポーター禁止。

D女子のインナーTシャツは自色のみ着用可。

また、チェストガードについては1ヽ3以上義務とします。(腹部まであるものや硬質のものは禁止。)

参加者は大会前医師の診断を受けてください。診断書の提出は不要です。



第11回 不動心杯ジュニア新人空手道選手権大会
出場申込書

【初心クラス】

日本武道振興会
大会事務局 〒663-8154兵庫県西宮市浜甲子園3-3-16プラージュ甲子園2F

TEL・ FAX 0798-49-7150
申し込み締切日 2022年 5月 14日 (土 )必着 参加費 6.000円

催

援

主

後

日本実践空手道 高橋道場

西宮市・西宮市教育委員会

開催日 2022年6月 19日 (日 )

会 場  西宮浜甲子園運動公園体育館

※年数・試合出場数に限りはなく初心クラスまでの入賞無し(道内入賞・ベスト8・ 敢闘賞は間わず)

(ご不明な場合はお問合せください)

・幼年男女混合

・小学1年男子の部 ・小学1年女子の部 ・小学2年男子の部 ・小学2年女子の部

・小学3年男子の部 ・小学3年女子の部 ・小学4年男子の部 ・小学4年女子の部

・小学5年男子の部 ・小学5年女子の部 ・小学6年男子の部 ・小学6年女子の部

・中学生男子の部  ・中学生女子の部

私儀、本大会の大会規約に従い正々堂々と試合を行う事を誓います。
また、本大会における勝敗の判定に関して大会審判団に一任し、一切の

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名                   Ω



第11回 不動心杯ジュニア新人空手道選手権大会
出場申込書

催 日本実践空手道 高橋道場

援 西宮市・西宮市教育委員会
日本武道振興会

大会事務局 〒663-8154兵庫県西宮市浜甲子図3-3-16プラージユ甲子園2F
TEL・ FAX 0798-49-7150

申し込み締切日 2022年 5月 14日 (土 )必着 参加費 6.000円

開催日 2022年6月 19日 (日 )

会 場  西宮浜甲子園運動公園体育館

【初中級クラス】
主

後

※初中級クラスにあがったものの初中級クラスでの入賞経験無し(ご不明な場合はお問合せください)

・幼年男女混合

・小学 1年男子の部 ・小学 1年女子の部 ・小学2年男子の部 ・小学2年女子の部

・小学3年男子の部 ・小学3年女子の部 ・小学4年男子の部 ・小学4年女子の部

・小学5年男子の部 ・小学5年女子の部 ・小学6年男子の部 ・小学6年女子の部

・中学生男子の部  ・中学生女子の部

私儀、本大会の大会規約に従い正々堂々と試合を行う事を誓います。
また、本大会における勝敗の判定に関して大会審判団に一任し、一切の

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名                   ①



11回 不動心杯ジュニア新人
チャンピオンカップ予選クラス

出場申込書

主 催 日本実践空手道 高橋道場      開催日 2022年 6月 19日 (日 )

後 援 西宮市・西宮市教育委員会      会 場  西宮浜甲子園運動公園体育館

参加クラスにOをしてください

※2023年に開催予定の予選クラス 各クラス 入賞者が出場権利を獲得
チャンピオンカップヘ進出し好成績を残した選手は各学校からの表彰検討をお願いします

・幼年男子    ・Jヽ学 1年男子     。4ヽ学2年男子
・小学3年男子 (27kg未満・27kg以上)   ・小学4年男子 (30kg未満・30kg以上)

・小学5年男子 (35kg未満・35kg以上)   ・小学6年男子 (40kg未満・40kg以上)

・中学 1年男子 (42kg未満・52kg未満・52kg以上)

・中学23年男子 (47kg未満・57kg未満・57kg以上 )

・高校生男子 (60贈未満・70kg未満・70kg以上 )

・幼年女子     ・Jヽ学 1年女子    ・小学2年女子
・小学3年女子 (体重制限なし)      ・4ヽ学4年女子 (30kg未満・30kg以上 )

・小学5年女子 (35kg未満・35kg以上)   ・1ヽ学6年女子 (40kg未満・40kg以上)

・中学 1年女子 (43kga満・43kg以上)

・中学23年女子 (43kg未満・50kg未満・50kg以上 )

・高校生女子 (48kg未満・55kg未満・55kg以上 )

誓約書 異議を申し立てない事、試合中のいかなる事故に対しても自己の責任として
主催者側に責任追及しない事をここに誓います。

保護者氏名                   ③


