
第 19回西 日本ジュニア空手選手権大会・実施要項

(第 6回全 日本 ジ ュニ ア空 手道 選 手 権 大会  選 抜 指 定大会 )

主  催  空手道 光武会館

日  時  2012年 5月 20日 (日 ) 開会 9:30  会場、受付開始 8:30
会  場  二重県営サンア リーナ、メインア リーナ TEL0596-22-7700

〒 516-0012
伊勢市朝熊町字鳴谷 4383-4(イ セシ アサマチョウ アザ カモタニ)

参加費   5, 000円 (昼食付)

締め切 り  2012年  3月 27日 (火 )

申し込み先 〒516-0003
二重県伊勢市下野町 213ノ 3 光武会館 田上信也 ~

TEL/E懇  0596-36-2576 携帯  090-7022-8450
振 り込み先  ゆ うちょ 記号 12240 番号 4599851 タガミ ノブヤ

申し込みと参加費は各団体まとめて、郵便書留かゆうちょへお振 り込みください。

試合形式  JK」 ○公認ルールによる組手試合  トーナメン ト方式

大会内容

選抜基準   選抜クラス出場者 200名 以下クラス 1名 400名 以下クラス 2名 、401名 以上

クラス 4名

クラス基準  初心とは週 1回程度の練習で、大会経験が少なく、大会での実績がない選手の

ことです。クラスの選択は各道場の判断にゆだねますが、くれぐれもご配慮を

お願い します。クラスによつては中止や統合、変更をお願いする場合 もあ ります。

体重別クラスで代表権を得た選手の、全日本大会でのクラス変更は可能です。

皆様のご協力、ご理解なくしてはより良い大会にはなりえません、何卒よろしくお願いします。

光武会館 館長 田上信也

初心

上段げ り 無 し

初級

上段げ り 有

」KJO全 日本ジュニア選抜試合

男子 女子

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小学 4年

小学 5年

小学 6年

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小学 4年

小学 5年

小学 6年

男子中学 45kg未 満

男子中学 55kg未 満

男子中学 55kg以 上

女子中学 45kg未 満

女子中学45kg以 上

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小 4年 30kg未 満。以上

小 5年 35kg未 満、以上

小 6年 40kg未 満、以上

中学 45kg未 満

中学 55kg未 満

中学 65kg未 満

中学 65kg以 上

高校 60kg未 満

高校 70kg未 満

高校 70kg以 上

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小 4年 30kg未 満、以上

小 5年 35kg未 満、以上

小 6年 40kg未 満、以上

中学 45kg未 満

中学 55kg未 満

中学 55kg以 上

高校 50kg未 満

高校 57kg未 満

高校 57kg以 上



(固)第 1

光武会館

誓約

保護者氏名

9回西 日本ジュニア空手選手権大会 参加申し込み書

第 6回 JK」 0全 日本ジュニア空手道選手権大会選抜指定大会

:本大会で被つた、事故損害について何 ら異議申し立てを致 しません

印 記入日平成 24年 3月     日

開催 日5月 20日 時点の新学年で参加クラスを○で囲む締め切 り3月 27日 (火 )

トーナメン ト作成用 5月 20日 時点の学年で記入 して くだ さい

フ リガナ

男、女

平成   年    月    日生     才

選手氏名
幼児 (年中、年長)  小学、中学、高校   年生

学校名

身長体重
Cm kg 級段位 級 段 空手歴 年 ヶ 月

選手住所

一Ｔ TEL

所 属 代表者 ト́

初心の部上段蹴 り無 し 初級の部上段蹴 り有 選抜 クラス 男子 選抜 クラス 女子

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小学 4年

小学 5年

小学 6年

小学 1年

小学 2年

小学 3年

小学 4年

小学 5年

小学 6年

中学男子 45kg未 満

中学男子 55kg未 満

中学男子 55kg以 上

中学女子 45kg未 満

中学女子 45kg以 上

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

4年  30kg未 満、以上

5年  35kg未 満、以上

6年  40kg未 満、以上

中 学 45kg未 満

中学 55kg未 満

中学 65kg未 満

中学 65kg以 上

高校 60kg未 満

高校 70kg未 満

高校 70kg以 上

幼児

小学 1年

小学 2年

小学 3年

4年  30kg未 満、以上

5年  35kg未 満、以上

6年 r,40kg未
満、以上

中学 45kg未 満

中学 55kg未 満

中学 55kg以 上

高校 50kg未 満

高校 57kg未 満

高校 57kg以 上

フリガナ

選手氏名

男

女

初心   初級     選抜男子  選抜女子

幼児 年中、年長 月ヽ 年  kg未 満、以上

中 年  kg未 満、以上 高  年   kg未 満、以上

身長体重 cm    kg 級段位 ヶ 月級    段  1空手歴 年

所 属

大会歴



第 19回西日本ジュニア空手選手権大会  試合規則      ′

JKJO全 日本空手審判機構公認ルールで行います。

試合時間   本戦  1分 30秒  延長  1分  マストシステム

防  具   ヘッドガー ド   主催者が用意します。

」KJO指定、またはそれに類するものを使用する。 JKJO全 日本ジュニア選抜クラス

○幼児 (男 女)=ヘ ッドギア、フアールカップ、拳サポ、スネサポ

〇小学生 (男 )ヘッドギア、Fカ ップ、拳サず、スネサポ

〇小学生 (女)ヘッドギア、Fカ ップ、拳サポ、スネサポ (高 学年胸ガー ド)

○中学生 (男 )ヘッドギア、Fカ ップ、拳サポ、スネサポ

○中学生 (女)ヘッドギア、Fカ ップ、拳サポ 不ネサポ ((胸 ガー ド)

○高校生 (男 )ヘッドギア、Fカ ップ、拳サポ、スネサポ

○高校生 (女)ヘッドギア、Fカ ップ、拳サポ、スネサポ (月匈ガー ド)

*小学 3年以上は、ヒザサポーターを着用してください。

*パ ットの薄いものや、危険と判断したものは指定のものと交換させます。胸ガー ドは硬質のものは

禁上です。

「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すべて一本勝ちとします

○ダメージにより、泣いて、戦意喪失した場合。     ○技あり二本を取つた場合。 (合わせ 1本 )

「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った場合。

または崩れた場合、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蹴りわざがヒットした場合。 ○上段蹴りにより、ガー ドをしていてもバランスを崩し倒れた場合。

○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。
              》

○下段突き 等で、相手選手が足を引きずる様な場合。  ○上段ヒザ蹴りによリダメージを与えた場合。 (選抜クラスの中学

高校のみ有効)

○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。

「判定」 (審判判定基準優先順位)

○一本勝ち、失格がない場合、主審 1名 、副審4名 (2名 )の うち3名 (2名 )以上の審判の判断を有効とする

○技ありがある場合、技ありを優先する。    ○技ありがない場合、ダメージを優先する。

○ダメージのない場合は、有効打を含めた手数、足数を優先する。 ○「注意」「減点」力`ある場合は「審判判断基準」に基づく。

「反則」   ○掴み、掴んでからの攻撃    ○拳低、また正拳による顔面及び首への攻撃。  ○頭突き、金的への攻撃。

○倒れた相手、背後からの攻撃。   ○故意に場外に出ること。   ○頭をつけての攻撃。      、

○抱え込み (先に抱え込んだ方の反則とする。)

〇以上の反則には審判より注意を与えられ、(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、主催者側は一切の責任を負いかねます。

*参加選手は各道場でスポーツ保険に加入してください。

*先生方や保護者などの過度の応援は謹んでください。

*試合中のガッツポーズや雄叫びは控えること、相手選手への敬意を欠くことのないようにご指導ください。

*参加選手は医師の健康診断を受けてください。診断書は不要です。

*体重オーバーのないよう無理のないカテゴリーを選択し参加してください。

*女子のアンダーウエアーは自の半そでTシヤツを着用してください。


