
第29回JKJO全日本空手審判機構

中部地区審判講習会交流組手試合のお知らせ

第29回中部地区審判講習会交流組手試合を下記の日程にて開催いたします。
フルコンタクト空手のジュニア大会全盛の今日、ルールの統一、審判技術の向上を計り、どの大金に出場
してもクリーンで公平・厳格なる大会となるためにも、各団体の皆様のご理解と、ご協力を頂けますよう、
宜しくお願い申し上げます。

【日　　時】　平成28年7月10日（日）

【会　　場】

【主　　催】

【参加　費】

【ライセンス登録料】

【持ち物】

【昼　　食】

9：00開場・受付
g：80－10：30　救急救命セミナー
10：80～　初心者譲官金、練習試合、筆記試験
18：00－　実技、交流試合

可児青少年育成センター（錬成館）
〒5的－0242　岐阜集可児市谷迫間806番地2　　7モL O574－82－8800

JKJO中部地区事務局

審判：600円（オスカラチ代）
選手：2．600円（オスカラチ代含む）
※但し、交流試合へ選手出場がない場合、1団体2，000円

1．000円　※ライセンス受験者、更新者のみ

ホイッスル、リストバンド（主審）、ライセンス鉦（ライセンス叡薄着）

筆記用具（筆記試験を受ける方）

代表者・A・B級のライセンス取得審判員のみお弁当付きになります。
（今回、B級受験者は含まない）

【服　　装】　男性：自または紺（指定）のYシャツ、甜または農のスラックス、JKJOネクタイ
女性：白のブラウス、紺または黒のスラックス、JKJOネクタイ
※濃度な化粧・頭髪の色、集鴬品は禁止

【ライセンス取得条件】高校生以上で空手鯵行4線以上の者。
C級以上の受験者は層則空手修行5年以上かつ黒帯以上。
く所員達場責任者推薦のある場合2線以上の着も受験可能）
0畿以上の受験者は救急救命セミナー講習経験が必羊です。

（所属道場等で救命講習を行った場合、修了書のコピーを捷出してください）

E級 �� 俎X��会葬加8図日で取得 �� �� 

D級 ��E 亢R�取得緩、講曹彙参加2阻目 �,R�受験く実技 儼ｸﾋ(�｢� 

0線 �� ��取離後、濃警鐘参加2画目 ��で貴義（糞技・ 儺ﾘｴﾂ�） 

B級 �� 亢R�取得後、濃曹会鬱加2回督 �,R�受験（実技 ��YTﾘｴﾂ�） 

A級 �� 亢R�取得後、講習会参加2回目 �,R�受験（実技・ 儺ﾘｴﾂ�） 

S級 ��＄ 亢R�揚足試験く年2回繊催）で �,ﾈ-ﾒ�受験可能 �� 

※ �����2��� 儻8ﾘxｦ�,h,�,�+ﾙ_ｸ,ﾘ��B�ヶ月 弍ｨｭH/�Z"�いて 俐H�8ﾋ�+R�てください。
※初参加団体は、事前にJKJO参加中講義を捷出してください。
食入初参加の方も、同様に個人書靂乳状JO参加中講書を捷出してください。

【注意事項】　※受験申込書について
ライセンス受験及び更新の方は、申込時に貴職申込義を捷出してください。
ライセンス証先行の醇に使用しますので、必ず写真を添付してください。
未捷出の場合は当日参加しても講習者扱いになりますのでご注意ください。

※ライセンス有効期限について
ライセンス有効期限は2年間です。失効する前に必ず更新受験を行ってください。

【その　他】　ご自分が現在何級なのか、今回受験が可能か等不明な方は、事軌こ事務局へお問い合わせ
ください。

【締　　切】　平成28年5月20日（彙）必着　　　　　※各道場でまとめて現金書留にて送付してください
①響蠣講習会参加申込書②公認審判員受験申込書③審判員受験更新料目名につき1．000円）
④オスカラチ代⑨交流試食申込書・蓼加貴

【申　込先】　〒馴213　岐阜集可児市瀬田825－6　　神谷塾神谷由紀

TEUFAX O574－61－5888　携帯000－8678－0893



第29回JKJO中部地区審判講習会交流組手競合のお知らせ

JKJO中部地区審判講習会交流組手試合を下記日程にて開催いたします。

審判講習会にご協力・ご賛同いただける選手の出場者を募集いたします。

【　日　時　】　平成28年7月10日く日）　選手受付10：00　繰晋試合10：卸　交流試合13：卸

【会　場】　可児雷少年育成センター（錬成館）1F柔道場　　2F剣道場（選手待機）
〒509－0213　岐阜県可児市谷迫間806番地2　TEL O574152－8800

【参加費　】　乙600円（オスカラチ込）　昼食は各自用で意してください

【その他　】　＊学年別・男女別トーナメント制　　＊JKJOノレール（別紙参照）
＊人数が少ない場合統合有　　　　＊全クラス上段膝蹴り諌止

【持ち物】　＊拳サポーター・スネサポーター（JKJO指定晶）　＊ヒザサポーター（JKJO推奨品）
＊ヘッドガードは主催者が用意します　＊ヒザサポーターは3年生以上義務

＊胸サポーターは3年生以上女子義務
＊女子の遺衣の下に着用するTシャツは白色。男子は何も着ない書とする。

【注意事項】　＊参加選手はスポーツ保険に加入しておく事。
＊参加選手は勿論、付添いの方々も相手選手や審判員に対する礼節・マナーに充分に

ご配慮願います。
＊審判講菅が日的となりますので、試合中に審判員・選手への注意や指導が行われる

場合があります。
＊保護者・先生による応援はできません。ご理解ご協力お願いいたします。

【締　切】　平成28年5月20日（金）各団体ごとに現金書官にて下記の住所まで郵送してください

【申込先】　〒50針0213　岐阜県可児市瀬田825－6　　神谷塾神谷由紀

丁乱作AX O574－61－5888　　携帯090－8678－0893

【参加資格】　初心の部：2年生までは入門1年以内、4年生までは入門2年以内、6年生までは入門
3年以内で大金出場5回まで、入賞経験のない者に限ります。

一・一仙・・H・…・・叫一・・・日…酬一・・一一・・・・■・・・一一・・一一・・一一一・・・・■・■・・・．一・・・・・・・・・・・・キリトリ　伽一一一一一一一一・一・一一一一一一一一一一一一・・

第29回JKJO中部地区審判講習会交流組手試合出場申込霊

大会美行委員長殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　　日

私儀、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。
また、本大会中における負傷・事故につきましては、主催者儀にその責任の一切を問いません。

選手侵護者丘名　　　　　　　　　　　　　田 

団体名 �I&ﾘ�����ﾉzx�｢�代表音名 刹S門　　昭 
フリガナ ��生年月日 � 

選手氏名 ��
TEL � 

現住所 ����x�������������������｢�

性別 �I���d�����������ﾈﾌﾈ�Y&�ｦﾈ����������ｸ��Y&��

身長 緬�ﾈ������������ﾈ�8ﾗ9��H������D�����9hﾈ��

参加部門 凾ﾉ0をつけてください 

初心　　　男手　　　女子 劔入賞縫義なし　　男子　　　女子 劔入賞蕎徽あり　　黒子　　　女手 

幼年 � ��幼年 � ��幼年 � ��

小学1年 � ��小学1年 � ��小 乂s�D�� ��

小学2年 � ��小 乂s)D�� ��小学2年 � ��

小 乂s9D�� ��小学3年 � ��小 乂s9D�� ��

小 乂sID�� ��小 乂sID�� ��小 乂sID�� ��

小 乂sYD�� ��小学5年 � ��小 乂siD�� ��

小学6年 � ��小学6年 � ��小 乂siD�� ��



JKJO全日本空手審判機構公艶 　全日本空事雷蠣機構公瞳雷剛農札に＃り、下記の劃う 劔�)Kｸ醜�8ﾋ��ﾈﾙ顋��485ｨ985斡ﾙ�X/��ﾈ+Xﾙ�-ﾘ-ﾈ+x�B�

l‾‾受織目 開聞地櫨 ��ﾉh�������D�����ﾈ�����?ｨ���｢�会場名 ��

北海凛十・真北・甲償趨・北陸・鵬稟・中傷・隕酉・中里・四卑・九州 

此JO公職書判■濃雇用1節

精勤検定鼻毛（入線）
■断遷■榛東鼻毛lll　　　lZt　　　　l¶朋憐爬耶、Ⅶl　零齢濃かでr鵬○）1 

登義▲方丈のた臥闊義が■け九はr軸よっを付けてください（■：うイセノス不機の 

徽義（審判認定証の榛かネクタイ・シャツ・ズボン・凛嚢の色・濃度な化粧傭船） 入鄭■嶋の義仲 剴X����H����2�
5　　4　　3　　2　1 

艮鱒、鶉鶴牧に媚する長島（アクシデントに対する対応も含む） 嘱鸞嶋の義靡く笛・旗）・糞徽（劃書庫・主審の糧食立ち位雷） 主義・脚の濃繍（試合中反則遭手への警告等） 1如重義性　　楽画面晩幽競輪鰍咄鳩揖棚 剴X����H����8����(����
5　　4　3　　2　1 

5　　4　　3　　2　1 

5　4　3　21 t貞以上・Gt汚点以上合格 

公銀響蠣員瀧穂の璽餉

●ライセンス受験する場合、この責験申込霊とライセンス豊嶋料を締切日ま刊二講響金網隻看l積出U軋ヽと貴職できない。

●講習曇如、公紳椰支狂を糠乱ないと・相楕となる血書鞘員軋大食・講習会で紺こr公馳蓼判艶文軌織布すること。
●ライセンスの肴漁期膿的■胃です。央勤する前に必ず璽新貴職を行うこと。
●魯ライセンス受験責櫓と試験内蓉

させ：鳩取得雛、公鷺大食書棚船舶上・講書曇に掛で檎董■の繍蛸輝験娼鼠上・欝貴地区の繍桝の搬鶉を

受けたものが貴職でさる○攣榊と集揉賦義。

A緻・Bt：雷配紙数と集酬
Gt：蜜積荷嘉攣鼠ふ臥断眞濃職任轟の鞭義曲る■地和行痛Å上か濾以上の書機験可。攣定紋験凛騰h
D縫・鴎：嘉緻生鼠上かつ膚鼠上の的臓腑鴨紳する肌用濃義推書の瀧鼻織る嶋禽その膿りで恥棚。

●ライセンス取得後、次徽貴職には・畑の韓響食隻鶉紬熟但し・鴎受験は講讐食を遁受講すること。
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J揖0全日本空手審判機爛‖試合親的　　　朋功卜，けカ耶年産鮎順粋

鴨 ��ﾈ鳬yb���x������饕�刄T　ボ・⊥　タ　ー 

本戦 �I+r�婆マス ��十本 帽濱も言様） 乖"��俾冤X.�:�ﾈ�｢�ヤ柑・f IKr）指定品 佶ﾒ�ｷ)KX.���スネ 鰹 椚哺顔警 �7�5B�Tr�桝レ カサブ 代嘲 儼���+xｾ�,ﾘ6x6���2�
マスト 剪�丿X齷w�;b�各自用意 丿W&ﾈ�)zr�11川瓜 丿Y?ｩ�ﾉ+r�名川日払 

幼児 小学生 ��Zｩ&ﾙV"�1分 ��Z｢�ﾈ9~2�無 ��Xﾈ(,�.h8｢�耳�,X.�5�4X92�9V(決�8,ﾂ��ﾘ�9�(��①完全に宙に浮か酢せ た場合、下突きが無くても 技有リ （参上馳こクリーンヒット ③一時的に動きが止まる ④一時的に戦意喪失 ⑤下段蹴りで足を引きずる 径）鮒のタメ十ジで体が くの字になる ��ｲ�○ ��ｲ�0 3年以上 義義 ��ｲ�3年生以上女子もr ユ年生以下女手X 男手× 

中学生 ��Zｨ�ﾃ�V"�1分 ��Z｢��-ﾒ�有 劍�ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�女子○ ソi子X 

高校生 �)Z｢�2分 �)Z｢�有 劍�ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�女子0 男子× 

一般 女子 �)Z｢�2分 �)Z｢�有 ��Xﾈ(,S9V"�決�8,ﾈ5�4X92�9V(決�8,ﾂ�ｷ(��①完全に首に浮かせ転倒させ タイミング良く下突きを合せ れば技有リ （参上酪こグノ⊥ンヒットし ダメージがあれば技有り ◎～㊨ジュニアと共通 ����× ��ｲ�任意 ��ｲ�○ 

一般 舞子 �)Z｢�ﾔi��+��9Z｢�2分 �)Z｢�有 劍���× ����× ��ｲ�× 

責二一二重要t∴たさい．祈櫨票怠りGも摩葦宣■

失　格 a．注意4となった場合 ��

b．「度の反則でも相手がドクター．ストツ罰こなった場合 ��

L試合時間に遅れた時 ��

d．審判鼻の指示に従わない時 ��

e．司会開始か卿下され獅出まダメージ ��

とみなされ失格とする ��

f．規定栂闘技ていた場合 ��

毒し望楼那　琴渡豪を・、脱苺指定〆、ポタ、ガ脚脚ドを洛 

反　軋 a．掴み、掴んでからの腹掛九抱え込み ��

b．掌底押し正孝押し相手の身体に羊・胸を付ける 

C．酸き、頭をつけての攻撃 

d．手技による顔面・音への攻撃．膝への関節蹴リ 

e．下腹部縛より下、股関節より上）への攻撃 

f．故意に場外へ出る事、審判が判斬した技のかけ逃げ 

h．上段膝蹴り何1学生以下は反臥中学生以上は有効） 

i．その他審判が反則とみなした場合 

j主審の「やめ」の合図の後に意図的に攻撃をした場合 

判定優先順位 誌＞鮪り＞ダメージ＞有鮒＞攻撃 �� 

敷＞ ���ﾙ�ｲ�

判定基準内解 
技有リ1技有リ2（一本） 

l 綿����������ﾂ�

■　　t 　注意1 ���������H����B�(ﾘ�3(��(ﾘ�38��(ﾘ�3H�俯姶��｢�

激霧の條 ？き／琴軍1．蔓∴畢華子．．〉‥妻．、琴草享．、．＞草草4＿、を．琴考や触最終延長叢終延長以外判定に議ほし薫蒸藁垂鱒鱒琴鱒 

0　′′．“属‥　…翠華孝　　　　　　　　≒注意差2の時は基本的に負けだ凱8：2以上の試合内容で引き分けもある ′0∴二二）．．　　琴意3　　　萎注意善3の時はどんなに試合内容でリザしていても技有。を取らない剛負けで鋭 

0　　　　　　　　　＞　　　　　　　注意4　…注意4になった時点で失格 

蓮衰1∴重くノ　衰哀 �(ﾘ�8･x*｣(,�,ﾈ,Xｮ馮ｹ4�,儿�*�+�*ｨ����c(決�8,ﾈ韋ﾘy>�vX,X処*ｹZｨ*�.�*�.��

惑う　．｝∴∴∴痴れ■・ �(ﾘ�3H,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ｦ�,�,ﾈ,Y�ｨ膵*ｸ.ｨ,�*"�

蓮姦2　　＞　注意4妄注意4になった時点で失格 

注薫幾と捷有りの精機 

9＜技熱感恵1裏技を盛衰2蔓鱒ナ琴十～鱒ナ準†∴準草1．鱒 劔��Xﾊ驗�+x�.�,�Xｻ�+X,�+X�)(ﾘ�,�,�,�+ﾘ鳬5�,X�ﾊ��

0　　　　＜　　鞠蘭　　　　　　　　　　　　　　注意差2でも技有りがあるので勝ちである 

0　　　．盲二　　執謙3　　　　滴寄りがあるので艶だが、8：以上の飴内容で引き分けもある 

0　　　　　　　　　　　＞　　　　　　　技熱感塞4、．浅寄りがあっても注意4になった時点で失格 
■鍼1　　　　≧　鮪噌意∃ ��注意善がはの 凾ﾅ基本的に負けだが、8：2以上成合内容で引き分けもある 

鱒嘩革1　　　こ■へ、5㌔…　　　削憲4さ注意4になっ禿 劔こ時点で失格 

技軌注鼓2　　■ゝ　　技如法象4　㌻注意4になった時点で失格 

着　　　衣 

・書甘め書恥暮（響相打ないように攣蕾め又はチープ閻 

・フナールカップはズボンの内■にすること． 

・1手のインナーTシャツは義止．女子は白のさとすも． 

・女手のチェストガードはTシャツのがに曽柵． 

禁　止　事　項 ��

・1定轟のr■■ぴJrガブタボーズJ棚とす古く注 竸��X�ｹｸ,h,�.����H*ｨ�ｸ-ﾈ+x�ｨ�B�

・1鑑に篇しての鎗■株一書相川けな的． ��

・優れによりサービングt■すさ賽がある■魯嘲り ���z8ｹ�,囘Fﾈﾖi4宥H+�.��B�

墓暮嶋旺サーピン珊●してください．叫鮮糊鴫朋■ 做)(h皐+X,h,�.盈h+x�B�

注　貴　書　疇・ �� ��
℡　那きち秤量　鞘の派拍東聯糸巻会議に節約竃、・蓬鴇長音二号扱韓の竣終選級・播窓＿東急、ニおいて、聖3ン詳二箋 亶)�8�X冨�ｮ�h,羽�H6ﾙ�8ｼb�叢華．書家し発心 ��

鼻盛は∴漬嵐敷乱射紆‾許だぜ‾穀㌃滑針頼 �� ��

・滝事な饗蟄（重義など轟簾の鶉贅，デザインした■り込み書入れる讐）での払■披義量し辛す． �� ��

・さす各自スポーツ優鴨に撫人のうえ大会に綿いただ富ますよう8蠣いいたします．大会当日の蠣醜．優裁、 亳�ｶ�,�,(*(,H,ﾘ自���の責任を員いかぬ �-ﾈ+x�B�


