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第 6回東日本空手チャンピオン王座決定戦 2023
<2022年度全日本ランキング指定大会 (上級・初級クラス)>

同嚇雅 OYAJノトルグラン陶ケイナル (OYAJランキング大会 )

第6回関東ルーキーチャン財 ン空手道選手権大会Cal詢
※関西・中部より_強豪選手がポイント獲得のため参戦量定

開催のご案内
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謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜 り、

厚く御礼申し止げます。

この度 「第 6回東 日本空手チャンピオン王座決定戦 2023、 同時開催 第 6回関東ルー

キーチャンピオン空手道選手権大会・OYAJIバ トルグランドファイナル (OYA」Iラ ンキ

ング大会)」 を下記のとお り開催させていただくこととなりました。

つきましては、貴道場の皆様の多数のご出場ならびにご協力・ ご支援のほどよろしく

お願い申し上げます。

謹白

記

日 時   2023年 2月 12日 (日 )

9:30 開場   10:30 試合開始  (予定です )

※前 日計量 16:00～ 18:00

～正式な開場時間、試合開始時間は参加人数が確定次第、各出場団体にご連絡いたします～

場 所  BumB東京スポーツ文化館 メインア リーナ

( 〒136-0081 東京都江東区夢の島 2-1-3  TEL 03-3521-7321)

主 催   (一 社)空手道中山道場

協 カ  ー般社団法人全 日本フルコンタク ト空手コミッション (JKC)

一般社団法人全 日本空手審判機構 (」KJO)

NPO法 人新 日本総合空手道連合会 武神
・           以上



■試合時間

本戦マスト1分 (延長なし)

本戦マスト1分30秒 (延長なし)

幼児～中学生本戦マスト1分30秒 (延長なし)高 校生本戦マスト2分 (延長なし)

40～ 49歳以下2分 本線マスト/50～ 59歳 1分30秒 本線マスト/60～65歳 1分 本線マスト

東日本空手チャンピオン王座決定戦 2023
<2022年度全日本ランキング指定大会(上級。初級クラス)>

及び関東ルーキーチャンピオン空手道選手権大会、OYAJバトル

大会規定(JKJOルールに準ずる )

※○着用義務 ×着用不可

※フェイスシールド着用必須。上級・初級クラスは」KJO指定のもの、初心には指定はありませんカウェイスガードの前面(開いている部分)が

すべてしつかりと覆うものにしてください。

※拳サポーター、すねサポーター、ファールカップ、膝サポーターは全て布製。極端に薄いものは使用禁止となります。

◆上級は」KJO指定  ◆初級は JKJO指定に準ずるもの(色は何色でもOK)◆ 初心はJKJO指定類似品可

※男子のインナーTシャツは禁止。ファールカッコま道着の下に着用してください。

※女子のインナーTシャツは自色のみとする。

※女子のチェストガードの硬質性は禁止となります。上級・初級クラスは心臓しんとうパットの使用は禁止です。 :        :
※上級、初級クラスは、大会ドクターが許可したテーレ グ以外は認めません。必亦 クターの許可(医師の診断書必須)を取つてくだれ 。ヽ

くOYAerIの部 共通防具>
①令ッドガード任意(フェイスシールド必須)

※フェイスシァルドをつけたヘッドガードorマスク着用(スポーツ用推奨)お願いします。

※シールドに指定はありませんカウェイスガードの前面(開いている部分)がすべてしつかりと覆うものにしてください

②知 ―プ(オーカ フィンガーに限る)、 膝サポーター、歴サポーター(布製)及びフアールカップ着用必須

③マウスピースは任意

■判定規定

【一本勝ち】   =打 撃で一瞬でもダウン(一般クラスは3秒以内の
"ン

は技あり)・ 3秒以上の戦意喪失

【技 あ り】   ・完全に宙に浮かせ背中から転倒させた場合、下突きがなくても技あり
・上段にクリーンヒット ・一時的に動きが止まる 。一時的に戦意喪失
・下段蹴りで足を引きずる

【判定基準】 一本(失格)>技あり>ダメージ >有効打 >攻撃数 >積極性

一 本 )

則】【反

格】【失

・掴み、掴んでからの攻撃、掛け、抱え込み
。拳底および正拳での押し
・頭突き、頭をつけての攻撃
・手技!=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
・背後からの攻撃、倒れた相手への攻撃
・上段膝蹴り(中学生以上は有効)

・故意に場外からの攻撃、倒れた相手への攻撃
・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
・一度の反則でも相手力下クターストップになつた場合
・審判員の指示に従わないとき
・試合時FH5:=遅れたとき
・試合開始から判定が下されるまでの嘔吐はダメージとみなし失格とする

・規定体重を超えていた場合

・サポーター類、赤紐、フェイスシールド(必須)は各自でご用意ください。(サポーター・ヘッドガード等貸し出Llまありません)

・計量は、当日の試合開始前までに済ませてください。服装は Tシャツ・道着ズボン(防具なし)で計量します。(500gまで考慮致します)

各クラスの基準を超えている場合は失格となります。減点出場はさせません。
・頭髪の極端な染色(金髪・茶髪)、 ウ ス・ミサンガ等の装飾品の着用
・道着の過度の刺繍
・試合後のガッツポーズ、雄叫び等の行為
・判定に対しての抗議は二切受け付けません           ^
・セコン日ま1名まで、服装は成人は正装、団体 Tシャツ、選手は空手衣、団体 Tシャツ(短ベン・ジーンズは禁止です)。

■サポーター ●上級 :」KJO指定 ●初級:JKJO指定に準ずるもの(布サポーターに限る)●初心・OYAJ:JKJO指 定類似品可

ヘッドガード シールド すね サポーター 拳サポーター 皮 グロープ 膝サポーター
ファールカップ(男 子)

アンダーガード(女子)
チェストガード(女 子)

幼年 O 0上級初級
」KJO指定

0初心・OYA』

指定なし

前面をすべて

しつかり覆うもの

O 0 O

小。中学生 O O O
0

(3年以上)
0

3年以上女子O
2年以下女子 X

高校生 O 0 X 0 O O 0

OYAll 任 意 0(布制 ) オープンフィンガー 0 0

■注意事項



第6回東日本空手チャンピオン王座決定戦2023
～2022年度全日本ランキング指定大会～

上級“初級クラス参加申込書
大会会長 殿
・私儀,本大会のルールに従つて正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。
・試合中,負傷または事故を負つた場合,傷害保険の適用範囲内とし,その後―切異議申し立ていたしません。
・本大会中における新型コロナウイルス感染につきましては、主催者側にその責任を一切を問いません。

選手氏名                             保護者氏名 ◎

(選手が未成年の場合、保護者印が必要)

」KC個人
会員登録ID

(」KC個人会員登録していない選手は空欄 |

□
全日本ランキングに

参加しません
ふりがな ら、りがな

所属団体名 代表者名

所属団体
住所

電話番号

(〒 )

電話番号

FAX番号

フリガナ 生年月日 平成・令和   年  月  日    歳

選手名 学年/性男1
幼(年少・中・長)小・中・高   年

男 ・ 女

選手住所

( T )

電話番号      ―     ―

級段位
級/  段

T
空手歴

年   ヶ月

身長
Cm

体重

1 幼児男女混合の部 5 小学4年 男子の部 9 小学 1年 女子の部 小学5年 女子の部

2 小学1年 男子の部 6 小学5年 男子の部 小学2年 女子の部 小学6年 女子の部

3 Jヽ学2年 男子の部 7 小学6年 男子の部 小学3年 女子の部 中学女子の部

4 小学3年 男子の部 8 中学男子の部 小学4年 女子の部

幼児 男子の部 小学6年 男子40kg以上の部 幼児 女子の部 中学1年女子 43kg未 満の部

小学 1年 男子の部 中学1年男子 42kg未満の部 Jヽ学1年 女子の部 中学1年女子 43kg以 上の部

小学2年 男子の部 中学1年男子 52kg未満の部 小学2年 女子の部 中学2～ 3年女子 43kg未満の部

小学3年 男子27kg未 満の部 中学1年男子 52kg以上の部
Jヽ学3年 女子の部
(体重制限なし)

中学2～ 3年女子 50kg未 満の部

小学3年 男子27kg以上の部 中学2～ 3年男子 47kg未満の部 小学4年 女子30kg未満の部 中学2～3年女子 50kg以上の部

小学4年 男子30kg未満の部 中学2～ 3年男子 57kg未満の部 小学4年 女子30kg以上の部 高校女子 48kg未 満の部

小学4年 男子30kg以上の部 中学2～ 3年男子 57kg以上の部 小学5年 女子35kg未満の部 高校女子 55kg未満の部

小学5年 男子35kg未満の部 高校男子 60kg未満の都 小学5年 女子35kg以上の部 高校女子 55kg以上の部

小学5年 男子35kg以 上の部 高校男子 70kg未満の部 小学6年 女子40kg未 満の部

小学6年 男子40kg未 満の部 高校男子 70kg以上の部 小学6年 女子40kg以 上の部

過去2年以内の入賞歴(入賞歴がある選手は必ず記入してください。トーナメントを組むときに参考にいたします。



第6回 関東ルーキーチャンピオン空手道選手権大会(初心)

OYAJバトルグランドフアイナル(OYAJランキング)

参加申込書
※全日本ランキング対象外です

大会会長 殿
・私儀,本大会のルールに従つて正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。
・試合中,負傷または事故を負つた場合,傷害保険の適用範囲内とし,その後―切異議申し立ていたしません。
・本大会中における新型コロナウイルス感染につきましては、主催者側にその責任を一切を問いません。

選手氏名                        保護者氏名

(選手が未成年の場合、保護者印が必要)

※入賞歴がある選手は必ず記入してください。トーナメントを組むときに参考にいたします。
※申し込み多数の場合は男女別となります。少数の場合は、統廃合いたします。

①

」KCイ固人
会員登録ID

(」KC個人会員登録していない選手は空欄 )

フリガナ ノリ刀ア

所属団体名 代表者名

所属団体
住所

電話番号

(〒 )

電話番号

FAX番号

フリガナ 生年月日 平成。令和  年  月  日  歳

選手名 学年

幼・ノ
lヽ
・中・高   年

一般
性別 男/女

選手住所

(〒 )

雷 話 番 暑        ―
        

―

級段位
級/  段

せＴ
空手歴

年   ヶ月

身長

Cm

体重

kg

1出場クラスを〇で匪んでください|

初心クラス ※10～ 9級、自・オレンジ帯に限る

55 幼年 男女混合の部 60 小学5年 男女混合の部

56 小学 1年 男女混合の部 61 小学6年 男女混合の部

57 小学2年 男女混合の部 62 中学男子の部

58 小学3年 男女混合の部 63 中学女子の部

59 小学4年 男女混合の部

OYA」レヾトル ※有級・有段者

64 ヤングマスターズ(40～ 44歳の部) 67 キングマスターズ(55～ 59歳の部)

65 マスターズ(45ん 49歳の部) 68 ロイヤルマスターズ(60～ 65歳の部 )

66 グランドマスターズ(50～ 54歳の部 )

下記I=も記入してください

出場番号
出場希望
部門名

の部

過去2年以内の戦績



道場。団体責任者様ヘ

各出場申込書と共にこの総括表を必ずご提出願います。

第6回東日本空手チャンピオン王座決定戦 2023

<2022年度全日本ランキング指定大会(上級・初級クラス)>
同時開催 第6回関東ルーキーチャンピオン空手道選手権大会

OYAJレ トヾルグランドファイナル

出場者申込書 総括表

※後日、当日の詳細をお送りいたしますので

必ずご提出をお願いします。

団体名 支部名

代表者名 担当者名

◎ ③

書類送付先住所(〒 )

電話 FAX(←せ る周サ記載お願いします)

メールアドレス

出
場
者
数

上級クラス
(   )名 X」KC会員  6,000円 =(     )円
(   )名 X」KC非会員 7,000円 =(     )円

初級クラス
(   )名 ×」KC会員  6,000円 =(     )円
(   )名 ×」KC非会員 7,000円 =(     )円

初心クラス
)名 ×」KC会員  5,000円 =(     )円
)名 X」KC非会員 6,000円 =(     )円

OYA」 |バトル
(   )名 ×」KC会員  7,000円 =(     )円
(   )名 ×」KC非会員 8,000円 =(     )円

合計人数(        )名
合計金額(        )円

通信欄



第 6回東 日本空手チャンピオン王座決定戦 2023

第 6回関東ルーキーチャンピオン空手道選手権大会

OYAJIバ トル グラン ドファイナル

スタッフご協力のお願い

第 6回東日本空手チャンピオン王座決定戦2023及び第 6回関東ルーキー

チャンピオン空手道選手権大会、OYAJIバ トルグランドファイナルヘ

のご協力、誠にありがとうございます。

つきましては、大会当日のスタッフヘの協力をお願い致したく、ご連絡

いたしました。

ご協力していただける場合は、下記に記入し、FAX、 またはメールで

ご返送お願いいたします。

12月 19日 (月 ) 締め切 り

FAX:029-869-9473

メールア ドレス :karatedoonakayamad衝 yc@gmail.com

団体名      ‐

氏名 年齢 氏名 年齢

大会事務局 (一社)空手道中山道場


