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J… l CUP2023全日本空手王決定戦
《2023年度第 1戦 全日本ランキング指定大会・上級・初級》

大会要項

日本実践空手道 ―光会館

全日本フルコンタクト空手コミッション」KC

全日本ランキング委員会 新日本総合空手道連合会 武神

令和 5年 4月 16日 (日 )

選手集合 午前 9時 00分  開会式 午前 9時 45分

※今大会は新型コロナウイルス感染防止対策を講 じて開催 します。 (集 合時間の等の変動あり)

岸和田市総合体育館メインアリーナ

住所 岸和田市西之内町 45番 1号 ■L072-441-9200

・」KJOルールに準じます。

(上段ひざ蹴りは年長・小学生・中学生初級は反則 ※上級 中学生・高校生は有効)

・拳サポーター、レッグガー ド、ファールカップ

膝サポーター (上級クラス小3以上は義務)(初心。初級クラス任意)

・拳サポーター、レッグガー ドは布製に限ります。極端に薄いものは使用不可。

・男子のインナー Tシ ャツは禁止

・女子のインナー Tシ ャツは白色のものを着用 して下さい。またチェス トガー ドについては

小 3以上の着用は認めますが、腹部まであるものや硬質のものは禁止です

・ヘッドガー ド (上級クラス」KJO指定)(初心初級クラス JKJO指定なし面有 リヘッドガー ド)

各クラス」KJO指定フェイスシール ド・上級クラス赤紐を各自でご用意ください。

※あらかじめご連絡いただければヘッドガー ドの団体への貸 し出し可能です。

○初心クラス・全日本ランキング指定大会ではありません。

※試合経験が少なく入賞経験が無 し※初心クラス (面有リヘッドーガー ド)

○初級クラス・全日本ランキング指定大会 ※初級クラス (面 有リヘッドーガー ド)

幼児 (男女混合)・ 小学 1年～ 6年 (各 クラス男女別)・ 中学男子・中学女子

※初心初級クラス」KJO指定なし同類系の防具可能

○上級クラス・全日本ランキング指定大会

※上級クラス」KJO指定防具に限る

※当日の計量で僅かでも規定の体重をオーバーした選手は失格となりますのでご注意ください。

JKC個人会員登録選手

tIKC個人会員未登録選手

6,000「1

7,000円

(昼食なし・スポーツ保険は各自加入)

団体受付 (ゼ ッケンは当日お渡 しいたします)

一光会館大会事務局

〒596-0821 大阪府岸和田市小松里町 2429-203

丁巨L 072-448-5858

令和 5年 3月 1日 (水》 必藩敵守 I

※申込用紙と参加費は各団体ごとに現金書留にてお送り下さい。

※―旦納入された参加費はいかなる理由があろうとも返金いたしませんので、ご了承 ください。

※ゴミは各自で持ち帰つてください。

【申込締切】



J-10UP2023全 日:本:空手王決定戦
～2023年度金日本ランキング指定大会～

上級口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響います。
・試合中,負傷または事故を負った場合,傷害保険の適用範囲内とし,その後一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 ⑪

(選手が未成年の場合、保護者Fllが必要 )

JKC個人
会員登録ID

(」KC個 人会員登録していない選手は空欄 |

参加を希望されない場合は
必ず団を入れてください→ El

全日本ランキングに
参加しません

ふりがな ふりがな

所属団体名 代表者名

所属団体
住所

電話番号

(〒 )

電話番号

「 AX番号

フリガナ 生年月日 平成・令和   年  月  日    歳

選手名 学年/性別
幼(年少・申・長)ノlヽ

・中・高   年
男 ・ 女

選手住所

(〒     ―     )

電話番号      ―      ―

級段位
級/  段

lFTデ
空手歴

年 ケ月

身長 体重
k8

1 幼児男女混合の部 b 小学4年 男子の部 9 liJ\+1 +. k+a# 小学6年 女子の部

小学1年 男子の部 6 小学5年 男子の部 101小学2年 女子の部 小学6年 女子の部

りヽ学2年 男子の部 7 小学6年 男子の部 111小学3年 女子の部 中学女子の部

４

｝
一
　
一
К
酬

一
１６

小学3年 男子の部 8 中学男子の部 121\tff44 k+o)EB

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

小学4年 男子30kg未 満の部 申学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30贈以上の部 申学2～3年男子 57●以上の部 小学5年 女子35kg未 満の部 高校女子 55ktr未 満の部

小学5年 男子35kg未 満の部 高校男子 60kg未 満の部 小学5年 女子35臨 以上の部 高校女子 55蹂 以上の部

小学5年 男子35kg以 上の部 高校男子 70唯未満の部 小学6年 女手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 以内の人賞歴(入賞歴がある選手は必ず記入 t′てください。トーサメントを組むときに参考にいた1ン ます。)

代表権を取得しなこと     ―|   ‐   ‐

)
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瞼舅本鑽手鷹趙饉蜀
靭綺クラス

参 力 目日日 :逼ヽ書

開催 日  令和 5年 4月 16日 (日 )

会 場  岸和田市総合体育館メインア リーナ

大会会長  中尾 功三 殿

私儀、 ド記の通り相違なく、また本大会のルールに従い、■1々 堂々と競い合う事をここに

誓います。又試合中における負傷、事故につきましては
'i催

者側にその責任の 一切を問いませスノ。

保護者氏名 ⑪

フリガナ 男

女

生年月日

選手氏名 平成   年   月   日

住  所

一Ｔ

″
「 El´    (   )

級 位 級 修行年数 年 身長 Cm 体重 kg

所属流派 代表者名 ⑪

道場住所
一Ｔ

"I'F;L O

出場
。
す
‐
る

クラス を

C)で囲 ilゞ

【初心クラス】 ※試合経験が少なく 入賞経験無し

※新学年でエントリーしてください

《幼児》

《小学生》

年少 。

1年生

4年生

年中・男女混合   年長・男女混合

。男女混合   2年 生 。男女混合  3年 生

・刀女混合   5年 生 。男女混合  6年 生

男女混合

男女混合



J… lCUP2023全 日本空手王決定戦

大会規約・ルール

【試合時間】

○幼児・小学生・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 00秒 (延長なし)

※コロナウイルス感染拡大防止にて本戦マス トシステム

女子胸サポーターに関 してはプラスチック製、又は硬質なものは禁止 します。

女子は白いTシ ャツを着用する事。

【一本勝ち】

○反則箇所を除く部分への突き・蹴 りなどで瞬間的に決め、そのダメージにより

相手を倒 した場合はすべて一本勝ちとします。

○ダメージにより、戦意喪失 した場合。

【技 あ り】

○反則箇所を除く部分への突き・蹴 りなどを瞬間的に決め、そのダメージによリー時的

に動きが止まつた場合。叉は、崩れた場合、戦意を喪失 した場合は技ありとします。

○ノーガー ドで相手選手の上段に蹴 り技がヒットした場合。

○前蹴 り・下段蹴 りで相手選手をきれいに転倒させて、下段突きをした場合。

○下段蹴 りなどで、相手選手が足を引きずる様な場合。

○同時に蹴 りが入つた場合は、先に入つた方が技ありとし、まつたく同じ場合は相打ちとして

技ありとはならない。

○胴廻 し回転蹴りをかわし、タイミングよく下段突きをした場合。

【反  則】

○掴み、掴んでからの攻撃。

○掌低、叉は正拳による押 し、手・肘による顔面への攻撃。

○頭突き、金的への攻。

○倒れた相手、背後からの攻撃。

○故意に場外に出る事。

○故意に倒れ、相手に攻撃をさせない事。かけ逃げなど。

○上段ヒザ蹴 りは、中学生男女以外 |ま禁止。

○以上の反則には審判より注意が与えられ、注意4回で失格 (反則負け)と なります。

【注意事項】

○事故が生 じた場合、主催者側―切の責任を負いかねます。

○参加者は大会前に必ず医師の健康診断を受けて下さい。診断書の提出は不要です。

○保護者などの過度の応援は退場とし、今後の出場は認めません。

※ルールの詳細は 」KJO全 日本空手審判機構ルールに準 じます。

※上段ひざ蹴 りは年長、小学生、申学生初級は反則・申学生、高校生・上級は有効

※ヘッドガー ド・フェイスシール ド (」KJO指定)上級クラス・赤紐、各自でご用意ください。

(サポーター・ヘッドガー ド等貸 し出し|ま ありません)

※あらかじめご連絡いただければヘッドガー ドの団体への貸 し出し可能です。

計量は、当日、試合までに計量を済ませてください。 (500gま で考慮致 します)

各クラスの基準を超えている場合 |ま失格となります。減点出場 |ま ありません。



JKC個人会員登録について

今年度より会員登録 (年間選手登録)は JKC個人会員登録となります。」KCが管轄する各大会

(JKJO全日本大会及び各地区選抜大会等)へのエントリー及び、新たにJKCが提供する各種サー

ビスを受けられるようになります。「第 16回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会Jの地区代表
選抜大会へ出場された選手及び、今後出場される選手、代表権取得した選手は必ず会員登録をお願い
します。登録した会員番号が大会エントリー時に必要な選手登録番号となります。

◎下記の方は」KC会員登録が必要となります   ※代表者、指導者、保護者等、どなたでも会員登録可

・」KJO金日本大会 (ジュニア・一般・シエア)出場する選手
・」KJO各地区選抜大会へ出場する選手
・」KJO代表権を取得した選手
・」KCが提供する各7‐●サービスを受けられる方

◎4月 1日 より開始の各種サービス  ※サービスの詳細はホームページを参照

・デジタル会員証の発行 (会員登録後、管理画面より作成できます)

・JKC加盟団体の主たる大会のエントリー費が会員価格でエントリーできる
。年会費をクレジットカー ド払いの選択できるようになり、2年目以降も継続支払いが可能に
。ログイン画面から各種新着情報が閲覧可能

◎今後予定されている各種サービス

・会員証の提示等で、飲食店やホテルなどJKCバー トナー企業の割弓|が受けられる
・スマホから簡単にアクセスできるアプリの提供

【年会費】一律 21000円

【登録方法】シクミネットによる会員登録となります

①下記∪RL及び右記 QRコードより新規会員登録ページヘ

httpsi//ikC.Shikurninet.jp/mel‐ rlbers/pre/?user_type=1

②登録画面に必要事項を入力
※必ず受信可能なメールアドレスが必要

③登録したメールアドレスに会員登録∪RLが届く

④メールアドレスに届いた∪RLをクリックして登録ページヘ

⑤会員種別「JKC会員Jを選択して次ヘ

⑥オプションページはそのまま次ヘ

⑦ご登録情報ページで必要事項を入力 →登録
※デジタル会員証に表示され′る顔写真をここで登録

③お支払い方法の選択 ― 完了ボタンを押す
※コンビニ支払いの方は速やかにお支払い下さい

⑨登録完了メールが届いたら登録完了
※メールに記載の 1か ら始まるアカウントが会員番号となります

ζL~lグイン】
登録完了メールに記載のログインURL力 、ゝ右記 QRコードより
回グイン画面ヘ

[アカウント]1か ら始まる番号 [バスワード]ご自身で設定

薔デジタル会_員証l

国グイン後、登録したお写真が画面右上に表示されます。クリック

するとデジタル会員証が聞きます。編集もそこからfll能 となります。

※その他の詳細は、ホームページの操作マニコアルをご参照下さい。

新規登録 QRコー ド

厄

げ


