
2023青少年健全育成オープントーナメント

第 2回 ～Grow sphits～ kttate tournament

～第 11回 日本武道振斃会チャンピオンカップ最終選抜大会～

開催のお知らせ

開催 日 令和 5年 2月 5日 (日 )

場所   大阪市立 中央体育館  サブア リーナ

拝啓 初秋の候 各流派、会派の先生方ご父兄様におかれましては、益々ご清栄の事とお慶

び申し上げます。

さて、この度 2023青 少年健全育成 トーナメン ト第 2回～Grow spirits～ karate

tournamentを 下記のとおり開催する運びとなりました。

本大会は、空手界各流派 会派間の交流を図り、空手道の普及と試合を通 じての体力の向

上と精神の修行、技術交流を通じ、日頃練成に励む青少午の健全育成に取り組み地域社会ヘ

の貢献を目的としています。

成心會では日頃より「子供達の為に」の思いで邁進 しております。本大会においても公平な

立場で運営等を行つていく所存であります。

今大会は、2023年 3月 開催、第 11回 日本武道振興会チャンピオンカップヘの最終選

抜大会となってお ります。また上級におきましては権利の既得者は出場不可となってお り、

上級に上がったばか りの選手にも本戦出場のチャンスを勝ち取つていただければと思いま

す。

選手のレベルに負けぬよう審判、スタッフー同精進 してまいりますので、

ご多忙中恐縮ではございますが、本大会開催意義にご賛同頂き、奮ってご参加 くださいま

すように、宜しくお願い申し上げます。

敬具

令和 4年 11月 吉日           ALL JAPAN青 少年健全育成塾

冨田流実践空手道 成心會

会長  冨田 成仁



2023青 少年健全育成オープン トーナメン ト

第 2回 ～Grow spirits～ kttate tournament

～第 1量 藝日本童道振興会チャンピオンカップ最終選抜大会～

開催のお知 らせ

主 催  : 冨田流実践空手道 成心會

開催 日時  : 令和 5年 2月  5日 (日 )9時  開場受付 10時  試合開始予定

開催場所  : 大阪市立中央体育館 サブアリーナ  大阪府大阪市港区田中3-1-40
ルール及び概要 :  日本武道振興会フルコンタク ト空手ルール

ヘ ッドギア・拳サポーター(革製不可)・ すねサポーター・金的カップ着用

全てのクラスでフェイスシール ド付きの面有 り防具を着用の事。

フェイスシール ドは市販の物が好ましいが、目下から顎までカバーされた自作

の物も使用可能とします。その際、ビニール製にする事。結束バン ド等で固定

せず、必ず面の固定方法と同じにすること。

上段膝蹴 りは上級クラス中学生以上 (男女共)のみ有効

募集クラス : ●初心クラス 大会出場経験の少ない者 (入賞経験のある者は不可)

幼年男女混合… 幼年部は初心初級クラスとする。

小学生   … 1年～ 6年各学年 男女別 (参加人数により混合の可能性有)

/        
中学生   … 中学生男子 。女子 (1～ 3年合同)参加人数により軽重の区別あり

●初中級クラス 過去上級クラスで入賞のある者の出場不可 黒帯不可

小学生   … 1年～ 6年各学年 男女別

中学生   … 男子 。女子 (1～ 3年合同)参加人数により軽重の区別あり

●上級クラス 日本武道振興会チャンピオンカップ選考クラス備E利既得者は出場不可)

幼年  一 幼年 男女別

小学生 … 1年～ 6年各学年男女別 男子は 3年生から女子は4年生から体重別

中学生 … 1年体重別 男女別 2.3年 合同 男女別 軽 中 重の体重別

注 :各クラスと'も規定の人数に満たない場合はクラスの統合等を行 う場合があります。

特注 :体重規定をオーバーした場合は 100gで も失格。

着衣 500gま では認める。脱衣の場合は必ず規定を下回ること。

参加費用 :   選手 1人につき 6000円
※参加費は、団体責任者が一括 して参加申し込み人数分現金書留にて納めてください。

尚、申込後は、出場如何にかかわらず参加料の返却はできませんので、あらかじめご了承ください。

(主催者側の理由により組合せができない場合は返金いたします。)

又、天災や行政の規制等やむをえない事情で開催できない場合は 1カ月前までは全額返金、以降は

50%の返金となる旨あらかじめご了承ください。

※出場選手は必ず各自でスポーツ保険に加入 して下さい。試合中の負傷または事故が生じた場合、

主催者は一切責任を負いません。

申込先  : 〒582-0021 大阪府柏原市国分本町4-9-18
大会事務局  冨田 成仁  宛   TEL 080¨ 8344‐0180

締切 日 : 令和 4年  12月  16日 (金)必着をもつて有効 とす る



組手

1

2

試合規約

本大会の組手時間はコロナ禍の情勢を鑑み、本戦 1分 30秒の延長 1分のマス ト判定で行 う。

試合時間は主審の 「始め」の合図で動きだし、「止め」の合図でス トップする。

一本勝ち

a.反則箇所を除いて、突き 。蹴 り。肘打ち 。膝蹴 り等を決め、相手選手がダウンした場合

(す ぐに立ちあがった時は、技あり)上段膝蹴 りは上級(中 学生以上男女)の部のみ有効

b.「技あり」を 2本決めた場合

c.相手選手が 「失格」の場合(試合開始時にいなかった場合も失格となる)

技あり

a.反則箇所を除いて、突き 。蹴 り。肘打ち・膝蹴 り等を決め、相手選手がダウンしたが、

すぐに立ちあがった場合 (3秒以内)上段膝蹴 りは上級(中学生以上男女)の部のみ有効

b.無防備の顔面に足技が的確に決まつた場合 (触れただけではとらない)

*幼児、低学年や初級クラスの場合は多少軽くても的確に当たっていれば技ありとする

また、安全面を考慮 し、下段や中段でもダメージがみられる場合技ありとなる。

判定勝ち

a.3人審判制で行 う。 2本以上の旗が挙がれば有効

(判定の際は主審、副審 ともコールと共に判定をする)

b.審判が試合続行を危険と判断した時

反則 (一般的なフルコンタク ト空手ルールに準ずる)

a.手技による、首から上への攻撃、及び金的、頭突きの攻撃

b.倒れた相手選手への攻撃、及び相手選手を掴んだり、投げた りした場合

(引 つかけも反則 )

c.初心 。初中級の部、小学生以下の上級クラスでの上段への膝蹴 り

d.審判員の判断によ・り、特に反則 とみなした場合

注.反則は主審・副審のコールが 1人の場合でも注意 1が与えられる事がある

注意 2で減点 1、 減点 2で失格 となる。減点 1は相手選手への 「技あり」とする

注 1 今大会はコロナの影響を考慮し、全てのクラスで面あり防具 (フ ェイスシール ド対策済の物)

の着用を義務 とする。各自、防具類を持参 し着用 してください。貸出は行いません。

注 2 出場選手は、ヘッドギア、拳サポーター、金的カップ、すねサポーター (ス ポンジ製で

足甲までカバーするもの)、 膝サポーター (任意)着用 革製グローブは不可

(極端に薄いもの、大きすぎるものや中に重 りを入れる等、独 自に改良されたものは使用禁止)

注 3 女性選手の胸部プロテクターの着用は任意 とします (プラスチック製・板等の入つたものは

使用禁止 )

注 4 フェイスシール ドは市販の物が好ましいが、自作の物も可とするが、割れやすい素材や結束

バン ド等で固定している物は不可とする。無い場合は不織布マスクでの代用も可とする。

注 5 テーピングは使用禁止 (ド クターの許可があれば必要最小限の使用可)

注 6 その他、持病等でプロテクターの着用が必要な場合は申込みの際に大会事務局までお問いあわ

せ ください。 (空手の試合に出場できる健康状態である事が前提)



第2回～Grow sttr■s～karate tournament出 場申込書
～第11貪 茫本武遍振興会舞 ンピオレカップ最終選抜大会～

大会会長 冨 田 成 仁 殿

開催日:令和 5年 2月 5日 (日 )

場 所 :大阪市立中央体育館

私儀、別紙要項の通り本大会のルールに従つて、正々堂々技を競い合うことをここに誓います。

大会中は如何なる場合に於いても、係員の指示に従い、結果等に異議申立てしないことをここに誓います。

又、試合中負傷または事故が生じた場合、誰にも責任の所存を問うものではないことをここに誓います。

令和  年 目    保護者氏名 ①

フリガ ナ

男 女
平成 年 月    日生

歳氏  名

現 住 所

一Ｔ

丁EL

学  年 幼年目
4ヽ学口中学    年   空手歴     年     力月

所属道場 支部名 師範名 ③

級・段位 級ヨ段   色帯   1身 長      cm l体 重      kg

出場クラスに
Oをつける

初心クラス(幼年クラスは初中級 )

■年少年中  ■ 年長

■小学 1年生 男子口女子

■小学2年生 男子口女子

■小学3年生 男子・女子

■小学4年生 男子口女子

■小学5年生 男子口女子

■小学6年生 男子饉女子

■中学生 男子 電女子

初中級クラス(上級での入賞者は不可 )

□小学1年生 男子口女子

■小学2年生 男子・女子

■小学3年生 男子・女子

■小学4年生 男子・女子

■小学5年生 男子口女子

■小学6年生 男子日女子

■ 中学生  男子口女子

※参加人数等によリクラスを統合または

体重別に分ける場合があります。

上級クラス(選抜クラス)権利既得者出場不可

■幼年 男子口女子

■小学1年生 男子口女子

■小学2年生 男子・女子

■小学3年生男子 (27kg未満・27kg以上 )

■小学3年生女子 (体重制限なし)

■小学4年生 男子・女子 (30kg未満・30kg以上 )

■小学5年生 男子・女子 (35kg未満・35kg以上 )

■小学6年生 男子口女子 (40kg未満・40g以上 )

■中学1年生男子 (45kg未満・45kg以上 )

■中学1年生女子 (43kg未満・43kg以上 )

■中学2.3年生女子

(43kg未満口50kgtti黄 “50kg以 L̈)

■中学2.3年生男子

(47kg未満口57kg未満・57kg以_L)

過去の戦績
※過去の大会における成績

※○○(kg未満)クラスは、当日に軽量を行います。申告体重及び各クラスの基準を超えている場合は失格となります。

着衣500gまでオーバーは可。脱衣の場合は規定体重を必ず下回ること。

※出場選手は各自で必ずスポーツ保険に加入のこと。

万が一、試合中負傷または事故が生じた場合、主催者は一切責任を負いません。


