
師範・代表者・責任者各位 

 

第 9 回オープントーナメント 世界全極真 近畿大会 

(第 10 回世界全極真ジュニアチャンピオンシップ選抜大会) 

 

第 13 回オープントーナメント 世界全極真 兵庫カップ開催のご案内 

(ビギナーズ，初級，中級) 

 

 

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。

今年も、掲題の通り大会を開催することになりましたのでご案内申し上げます。コロナ禍で大変な

時期とは存じますが、一人でも多くのご参加を賜りますようお願い致します。 

 

開催日   ２０２２年 ８月２１日（日）入場無料 

午前８時４５分～ 選手受付（４部制予定、後日連絡） 

午前９時３０分  試合開始（開会式無し） 

午後１６時    大会終了（表彰式無し、表彰状後日発送） 

 

会 場   兵庫県立武道館   第一道場  

〒６７０-０９７１ 兵庫県姫路市西延末５０４（０７９－２９２－８２１０） 

 

試合形式  国際空手道連盟ルールに準ずる 別紙参照 

 

申込方法  クラス 別紙参照     参加費          ６０００円 

  

申込〆切  ２０２２年 7 月 10 日 (日) 

 

※出場申込書と参加費を各団体、各道場一括にて下記住所まで現金書留にて送付してください。 

【申込後のキャンセル・欠場・棄権等、理由の如何に関わらず返金は致しません。】 

（※カテゴリー不成立、感染症により開催中止の場合返金致します） 

 

申込先   〒679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺１０２５－８ 

社団法人 国際空手道連盟 極真会館 世界全極真 兵庫県米山道場 大会事務局 

TEL０７９０－２６－３８１８ / FAX０７９０－２６－３８１８ 

携帯０９０－１０２９－７１３３ 

メールアドレス kyokushin-yone@mail.goo.ne.jp 

       

左記のQRコードから米山道場のLINEアカウントを登録してく

ださい。トーナメントの情報など、いち早くお知らせすることが

できますので、御協力の程宜しくお願い致します。 

 

mailto:kyokushin-yone@mail.goo.ne.jp


第９回オープントーナメント世界全極真近畿大会 

第１３回オープントーナメント世界全極真兵庫カップ  

感染症対策 

 

【大会進行】 

・開会式・閉会式は行いません。 

・今大会は４部制で行う予定です。（後日代表者様に連絡した上で、ホームページにてもお知らせ致します） 

・ご自身の試合が終わりましたら、できる限り退場お願い致します。 

 

【会場への入場時、入場してからの注意事項】 

・入場者全員マスク着用。（幼児以外でマスク着用していない方は武道館に入場することは出来ません） 

・武道館に入場できるのは、選手１名に付き大人は２名までとさせて頂きます（本部席にてリストバンドを 

受け取った道場代表者様は付き添いには含みません）同伴する子供の人数に制限はございません。 

・武道館入場時にて全ての入場者の検温をさせていただきます。（37.5 度以上の発熱がある場合は、いかなる

理由でも入場することは出来ません） 

・行政が実施している接触確認アプリを必ず登録お願いします。 

・マスクを外す行為ならびに大きな声での会話は禁止します。 

・観戦中は座席の間隔を取り、お互いの距離を可能な限りとり接触を減らすようにしてください。 

・体重測定は武道館入場時に測定場を設けますので必ず済ましてください。（試合時に済ましてない場合は失格

となります） 

・ゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

【アリーナ入場時の注意事項】 

・１Ｆアリーナに入場出来るのは選手１名に対し付き添い２名。（付き添いは必ず選手と同伴でなければアリー

ナに入場することは出来ません。） 

・リストバンドをしている先生、審判団はアリーナに入場可。 

 

【セコンド】 

・指定された席にお座りください。 

・セコンドは必ずマスク着用。 

・セコンドがマスクを外して応援した場合、対象選手が失格となりますのでご注意ください。 

・リストバンドをしている道場代表者様、審判の方も指定された席にお座りください。（１名） 

 

【防具】 

・防具は各自用意してください。（※各カテゴリーの防具表を確認してください） 

・ビギナーズ・初級・中級ヘッドガードにつきましては面無しヘッドガードを着用してください。（面無しヘッ

ドガードの貸し出しはありますが、各自で消毒を宜しくお願い致します。面付きの場合は面を外してくださ

い） 

・選抜クラスにつきましては、面付きヘッドガードを着用してください。（ジュニアチャンピオンシップと同じ

条件） 

・シールドにつきましては、飛沫防止策をしていればＯＫです。（マスクでも可） 

・赤の腰紐は各自用意してください。（腰紐の素材指定はありません） 



試合規約 

◆国際空手道連盟ルールに準ずる 

１．試合時間   「試合時間及びルール」参照 

２．防   具   「試合時間及びルール」参照 

３．着   衣     清潔な空手着を着用すること。男子は道着の下の着衣は認めない。（刺青、タトゥー等 

やむを得ない場合は事前に選手係に申し出てください） 

         頭髪の極端な染色・脱色やピアス・ミサンガ等のアクセサリーの着用は認めない。 

         髪をまとめる場合は必ずゴム等で留めてください。ヘアピンやヘアクリップ（金属製、 

         プラスチック製問わず）などは絶対に使用しないでください。 

４．勝   者   一本勝ち・判定勝ち・相手の反則、失格により判定。 

５．一本勝ち   ①反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、相手を３秒以上ダウンさせるか、

戦意を喪失させた時。 

②技あり２回で一本勝ちとする。 

６．技 あ り  ①反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、相手を一時的にダウンもしくは 

戦意を喪失させた時。 

         ②足掛け技・前蹴りがタイミングよく決まり、倒れた相手を下段突きで決めた場合。 

７．判   定  ①一本勝ち・失格がない場合は主審・副審のうち、過半数の審判の判定で決める。 

          判定が決まらない場合は延長戦を行う。 

②延長戦で決まらない場合は体重判定を行う。それでも決まらない場合は再延長戦を行い、

勝敗を決める。(体重判定については別紙の「試合時間及びルール」参照) 

８．反   則  ①ビギナーズ、初級、幼年部全クラスの上段膝蹴り。 

②手技による首から上(首を含む)への攻撃。（蹴り技は有効） 

         ③金的蹴り・頭突き。 

④倒れている相手への攻撃。 

⑤背後からの攻撃。 

         ⑥蹴りによる正面からの膝関節への攻撃。 

         ⑦拳底押し・正拳押し・つかみ・投げ・手掛け・クリンチ。 

         ⑧技の掛け逃げ。（蹴ってすぐに倒れることを繰り返す） 

         ⑨何度も故意的に場外に逃げた場合。 

⑩その他、審判が特に反則とみなした場合。 

         ⑪反則は悪質なものを除き注意が与えられる。 

⑫注意２回で減点となる。 

         ⑬悪質な反則の場合、１発原点及び失格もありうる。 

９．失   格  ①減点を２回重ねた時。 

         ②試合中、審判員の指示に従わない時。 

         ③試合開始に遅れたり、出場しない時。 

         ④粗暴な振る舞いや悪質な試合態度とみなされた時。 

         ⑤応援態度が悪質とみなされた場合にも失格となりうることがある。 

         ⑥当日の軽量により、規定の体重を超えている時。 

10．そ の 他  ①判定に対する抗議は一切認めない。 

         ②ビギナーズ、初級、幼年部全クラスの上段膝蹴りは反則となる。       



試合時間及びルール 

【試合時間】 

※一般上級男女の準決勝以降は、本戦 3 分、延長戦 2 分、再延長 2 分、体重判定、最終延長 2 分とします。 

 

【防 具】 

○着用義務  ×着用不可  △着用自由（希望者のみ着用可） 

注１ ビギナーズ、初級、中級は面無しでマスク着用。（貸し出し有り、面付きの場合は面を外してください） 

上級クラスは面付きでシールド着用。（貸し出し無し） 

※飛沫防止シールドは各自ご用意お願い致します。（マスク可、飛沫防止シールドは当日販売しております） 

注２ 男女共に全クラス胸部のみをガードするもの。(マーシャルワールド[CP11]推奨) 

腹部にかかる物、肩にウレタンが入っている物、胸部にプラスチック板が入っている物は使用不可。 

近畿大会（上級クラス）中学生以上の女子はブラジャータイプのみ使用可能。 

チェストガードの貸し出しはありません。  

 

 ※ 上級選抜クラスの防具等につきましては、全日本ジュニアチャンピオンシップと同じ条件とします。 

防具につきましては当日マーシャルワールドが販売しております 

 本戦 延長戦 体重判定 最終延長 

幼年（兵庫カップ） １分 １分 ３ｋｇ １分判定 

幼年（近畿大会） 

小学生・中学生 
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分判定 

一般女子初級・中級 

マスターズ･シニア 

高校生男子・女子(兵庫カップ) 

１分３０秒 １分 ５ｋｇ １分判定 

一般男子初級･中級 

高校生男子・女子（近畿大会） 
２分 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒判定 

※一般男子・女子（近畿大会） ２分 ２分 ５ｋｇ ２分判定 

 ヘッドギア 脛サポーター 拳サポーター ファールカップ 膝サポーター チェストガード 

幼年 

（全クラス） 
○ 注１ 

○ 

(革製使用不可) 

○ 

(布製可・革製可) 
○(女子△) △   ○ 注２ 

小・中・高 

（兵庫カップ） 
○ 注１ 

○ 

(革製使用不可) 

○ 

(布製可・革製可) 
○(女子△) 

○ 

(小３以下は任意) 
  ○ 注２ 

一般初･中級 

マスターズ 

シニア 

△ 注１ 
○ 

(革製使用不可) 

○ 

(布製可・革製可) 
○(女子△) ○   △ 注２ 

       
小・中・高 

（近畿大会） 
○ 

○ 

(革製使用不可) 

○ 

(布製可・革製可) 
○(女子△) 

○ 

(小２以下は任意) 

男子 × 

女子 ○ 

注２ 

一般女子 

（近畿大会） 
× 

○ 

(革製使用不可) 
× △ △   △ 注２ 

一般男子 

（近畿大会） 
× × × ○ × × 



 

【第 13回 オープントーナメント世界全極真兵庫カップ】 

 
私は本大会ルール、大会規約に同意し、正々堂々と競い合うことを誓います。 

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身、並びに保護者が負い、主催者に異

議、苦情の申し立て、損害を与えないことを誓います。 ※(スポーツ保険は出場選手各自でご加入下さい) 

 

平成   年   月   日 

所属流派・道場・支部（ふりがな）              代表者様名前・携帯番号 

 

フリガナ 性別 

男 女 

生年月日 

S・H   年  月  日  才 (   年生) 選手名 

㊞   

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印下さい 

㊞   

 

身長        ㎝ 

 

体重         ㎏ 

住所 〒                          連絡先ＴＥＬ               

段・級位        段        級 空手歴      年   ヶ月 

過去１年間の空手大会入賞歴 

 

出場するクラスに○をつけてください 

ビギナーズ 初級                 中級 

1 幼年 年中 男女 ビギナーズ 

2 幼年 年長 男女 ビギナーズ 

3 小学１～６年男子 ＿＿＿年生 

4 小学１～６年女子 ＿＿＿年生 

5 幼年 年中 男女  初級 ※ 

6 幼年 年長 男女  初級 ※ 

7 小学１～３年男子  初級＿＿年 ※ 

8 小学４年男子 初級 （32㎏未満) 

9 小学４年男子 初級 （32㎏以上） 

10小学５年男子 初級 （36㎏未満） 

11小学５年男子 初級 （36㎏以上） 

12小学６年男子 初級 （42㎏未満) 

13小学６年男子 初級 （42㎏以上) 

14中学生男子  初級 ※ 

15高校生男子  初級 ※ 

16一般 男子  初級 

17マスターズ  初級 (41歳以上) ※ 

18マスターズ  初級 (51歳以上) ※ 

19小学１～６年女子  初級＿＿年生 

20中学生女子  初級 ※ 

21高校生女子  初級 ※ 

22一般 女子  初級 ※ 

23女子シニア  初級 (36歳以上) ※ 

24幼年 年中 男女  中級 ※ 

25幼年 年長 男女  中級 ※ 

26小学１～３年男子  中級＿＿年 ※ 

27小学４年男子 中級   (32㎏未満) 

28小学４年男子 中級   (32㎏以上) 

29小学５年男子 中級  (36㎏未満) 

30小学５年男子 中級  (36㎏以上) 

31小学６年男子 中級  (42㎏未満) 

32小学６年男子 中級  (42㎏以上) 

33中学生男子  中級 ※ 

34高校生男子  中級 ※ 

35一般 男子  中級 

36マスターズ  中級 (41歳以上) ※ 

37マスターズ  中級 (51歳以上) ※ 

38小学１～６年女子  中級＿＿年生 

39中学生女子  中級 ※ 

40高校生女子  中級 ※ 

41一般 女子  中級 ※ 

42女子シニア  中級 (36歳以上) ※ 

≪ビギナーズの参加条件≫ 

デビュー戦あるいは試合経験の少ない

選手。 

 

試合経験が少なくても、過去１年間で優

勝、準優勝している選手、又は入賞歴が

２回以上ある選手は初級クラスへのエ

ントリーをお願い致します。 

 

極真空手の青帯(7 級)レベルまでの選

手。 

 

経験年数は問いませんが、初心者向けの

クラスですので、指導者様から見て良識

のあるご判断をお願い致します。 

≪初級クラス≫初心者ではないが、試合経験や勝利経験が少ない選手。 

≪中級クラス≫上級を目指すためのクラスですので、選手に関しては指導者様の判断

にお任せ致します。（帯の色は問いません） 

※３年生以下で人数が多いカテゴリーは（軽、重）と真ん中で分ける場合があります。 

※初中級統合の場合は、代表者様に必ず連絡し確認いたします。 

□トーナメントは２名以上で成立。 

□兵庫カップの表彰対象は、トーナメントの人数によりますが３位までとなります。（３位決定戦はありません） 

□出場料は出場申込書を同封の上、各団体一括で現金書留にてお願いいたします。 

□申込後の出場料は基本返金致しませんが、トーナメント不成立、開催中止の場合は全額返金致します。 

□ビギナーズ、初級・中級クラスの安全を考慮するため、こちらからクラス変更のお願いをする場合があります。 

□〆切り ２０２２年７月 10 日（日) 必着でお願いいたします。 

□必ず、試合時間・ルール・防具など細かい詳細を米山道場ホームページか、別紙にて確認してください。 



 

【第 9回 オープントーナメント世界全極真近畿大会】 

(第 10 回世界全極真ジュニアチャンピオンシップ選抜大会) 

 

私は本大会ルール、大会規約に同意し、正々堂々と競い合うことを誓います。 

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身、並びに保護者が負い、主催者に異

議、苦情の申し立て、損害を与えないことを誓います。  ※(スポーツ保険は出場選手各自でご加入下さい) 

 

平成   年   月   日 

所属流派・道場・支部（ふりがな）              代表者様名前・携帯番号 

 

フリガナ 性別 

男 女 

生年月日 

S・H   年  月  日  才 (   年生) 選手名 

㊞   

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印下さい 

㊞   

 

身長        ㎝ 

 

体重         ㎏ 

住所 〒                          連絡先ＴＥＬ               

段・級位        段        級 空手歴      年   ヶ月 

過去２年間の空手大会入賞歴               ジュニアチャンピオンシップの権利 持っている・持っていない 

                

 

権利獲得大会名                      

出場するクラスに○をつけてください 

高校生以下【第 10回チャンピオンシップ選抜大会】・一般男女上級、男子マスターズ上級、女子シニア上級 

1  幼年  男女 

2  小学１～２年男子 ＿＿年生 

3  小学３年男子  (28㎏未満) 

4  小学３年男子  (28㎏以上) 

5  小学４年男子  (32㎏未満) 

6  小学４年男子  (32㎏以上) 

7  小学５年男子  (36㎏未満) 

8  小学５年男子  (36㎏以上) 

9  小学６年男子  (42㎏未満) 

10  小学６年男子  (42㎏以上) 

11  小学１～３年女子 ＿＿年生 

12  小学４年女子  (32㎏未満) 

13 小学４年女子  (32㎏以上) 

14 小学５年女子  (36㎏未満) 

15 小学５年女子  (36㎏以上) 

16 小学６年女子  (42㎏未満) 

17 小学６年女子  (42㎏以上)  

17 中学１年生男子 (50㎏未満) 

18 中学１年生男子 (50㎏以上) 

19 中学２･３年生男子 (55 ㎏未満) 

20 中学２･３年生男子 (55 ㎏以上)  

21 高校１年生男子 (60㎏未満) 

22 高校１年生男子 (60㎏以上) 

23 高校２･３年生男子 (65kg未満) 

24 高校２･３年生男子 (65kg以上) 

25 マスターズ上級 （41歳以上） 

26 マスターズ上級 （51歳以上） 

27 一般 男子上級 （70㎏未満） 

28 一般 男子上級 （70㎏以上）  

 

※高校生につきまして３名以下の場合

は、ジュニアチャンピオンシップ本選

大会同様学年統合致します。 

その場合必ず連絡を入れます。 

29 中学１年生女子 (45㎏未満) 

30 中学１年生女子 (45㎏以上) 

31 中学２･３年生女子 (50㎏未満) 

32 中学２･３年生女子 (50㎏以上) 

33 高校１年生女子 (52㎏未満) 

34 高校１年生女子 (52㎏以上) 

35 高校２･３年生女子 (52㎏未満) 

36 高校２･３年生女子 (52㎏以上) 

37 一般 女子シニア (36 歳以上) 

38 一般 女子上級 （55㎏未満） 

39 一般 女子上級 （55㎏以上） 

 

 

※高校生につきまして３名以下の場

合は、ジュニアチャンピオンシップ本

選大会同様学年統合致します。 

その場合必ず連絡を入れます。 

□近畿大会（高校生以下）ベスト４（４名）はジュニアチャンピオンシップの出場権利が与えられます。 

□トーナメントは２名以上で成立。 

□近畿大会の表彰の対象は、トーナメントの人数によりますが４位までとなります。（３位決定戦有り） 

□出場料は出場申込書を同封の上、各団体一括で現金書留にてお願いいたします。 

□申込後の出場料は基本返金致しませんが、トーナメント不成立、開催中止の場合は全額返金致します。 

□〆切り ２０２２年 7 月 10 日（日) 必着でお願いいたします。 

□必ず、試合時間・ルール・防具など細かい詳細を米山道場ホームページか、別紙にて確認してください。 


