
第 30回オープントーナメント全中部空手道選手権大会 選手募集要綱 

●名  称：第 30回オープントーナメント全中部空手道選手権大会 

●日  時：令和 5年 6月 18日（日）  9：00開場  10：00開始 

●場  所：AGF鈴鹿体育館 

三重県鈴鹿市江島台一丁目 1-1     TEL：059-387-6006  

＜交通＞交通機関：近鉄名古屋線白子駅より 1ｋｍ 徒歩 20分 

車：東名阪鈴鹿ＩＣより約 35分 

●参 加 料：12,100円 型とのダブルエントリー14,300円（記念品・保険料込み・世界大会協賛金を含む） 

●入 場 料：前売り：1,500円  当日：2,000円（小学生以下無料） 

中学生以下の出場選手には入場リストバンドを一枚添付いたします。 

●申込締切：令和 5年 4月 28日（金）23：00まで WEBフォームから申し込み 

 

 

 

 

 

 

出場料の支払いは、エントリー締切後、所属支部・団体に請求書を送付します。支部長及び団体代表者が申込選

手分を一括してお振込みください。 

 

➢ 注意事項 

1. 出場料が納められない場合は申込無効とします。また、いったん納入された出場料はいかなる場合も返却いたしません

のでご了承ください。（主催者判断でのお申し込みをお断りする場合を除く） 

2. 申込みに不備が認められた場合、申込無効となる場合があります。また、出場部門の間違い、大会戦績の詐称が主催者

側で確認された場合は失格とします。この場合の出場料はご返金いたしかねますので、ご注意ください。 

3. 未成年の申込者は必ず保護者に大会申込書類一式を読解してもらい、内容に同意の上、申込みしてください。 

4. 試合当日の年齢及び学年部門で申込みして下さい。 

5. 申込み後に昇級・昇段した場合でも大会には申し込み時点での段・級で出場して下さい。 

6. 派手な髪形、染髪での出場は禁止とします。 

7. 出場選手（団体代表者・保護者・セコンド含む）は、主催者が設けたすべての規約、規制、指示に従って行動してくだ

さい。また、審判の判定、試合結果についての異議申し立ては一切受け付けません。万一、粗暴・非礼な立ち振る舞い

（主催者判断）を確認した場合は、その場で出場資格を取り消します。 

8. 選手は何らかの事情で参加不可能となった場合は、必ず大会事務局まで連絡してください。 

9. 体重別階級の軽量級出場 選手は、試合当日に主催者指定場所にて、計量（体重測定）を必ず受けてください。この計

量時に規定体重を超過した場合、また規定時間内に計量が済まない場合は失格となります。計量は、指定服装（道衣下

ズボンと半袖 Tシャツ）で計量します。計測値から 1kg引いた数値を公式体重とします。 

10. 試合進行上選手誘導は行いません。出場選手の責任において自己の試合進行を管理し、各選手は試合の 3試合前には待

機イスに着席してください。トーナメント番号の若い方が「赤」、他方は「白」です。試合に遅れた場合は失格となり、

その際の苦情は受け付けません。 

11. ゴミは各自で必ず持ち帰るようご協力ください。 

12. 車で来場される場合は、近隣に迷惑がかかる路上駐車等は厳禁とします。 

13. 試合当日は保険証を持参してください。試合中負傷した場合、応急処置のみ対応します。負傷または事故（死亡含む）

が生じた場合、保険の範囲内で保証しますが、それ以外の責任は一切負いません。その場合に選手及びその保護者は、

主催者や大会関係者及び対戦相手等に対して一切の損害賠償や苦情申し立てをしないものとします。 

14. 出場申し込みの際に提出いただいた個人情報は主催者にて厳重に管理し、大会での連絡業務及び大会運営に必要な業

務以外での目的で使用することは一切ありません。 

15. 出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像がホームページ等に掲載される場合があります。 

16. 主催者の判断によって本大会に関する事前告知のない変更が生じる場合がございますのでご了承ください。 

17. 今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、中止となる場合があります。この場合は、出場料は返金致します。 

事前に Google アカウントとアップロード用のパンフレット掲載用写真をご準備ください。 

大会公式サイト https://zenchubu.jikedojo.com  にある Google フォームから申し込み 

 

アップロード顔写真は、無背景、無帽、正面を向いて撮影されたものとする 

（サイズ：2M まで） 

 



➢  開催部門 

型     （新極真会以外の流派も出場可能です。但し、型の形式は新極真会の型に限ります） 

1 小学低学年初級の部 白帯～青帯 小学 1年～3年生（男女混合） 

2 小学低学年上級の部 黄帯以上  小学 1年～3年生（男女混合） 

3 小学高学年初級の部 白帯～黄帯 小学 4年～6年生（男女混合） 

4 小学高学年上級の部 緑帯以上  小学 4年～6年生（男女混合） 

5 一般の部 中学生以上 （男女混合） 

組手      

6 幼年男女の部 7 小学 1年男子新人の部 

8 小学 1年男子の部 9 小学 2年男子新人の部 

10 小学 2年男子の部 11 小学 3年男子新人の部 

12 小学 3年男子の部 13 小学 4年男子新人の部 

14 小学 4年男子の部 15 小学 5年男子軽量の部(38kg 未満) 

16 小学 5年男子重量の部(38kg 以上) 17 小学 6年男子軽量の部(43kg 未満) 

18 小学 6年男子重量の部(43kg 以上) 19 小学 1年女子の部 

20 小学 2年女子の部 21 小学 3年女子の部 

22 小学 4年女子の部 23 小学 5年女子の部 

24 小学 6年女子の部 25 中学 1年男子軽量(50kg未満)の部 

26 中学 1年男子重量(50kg以上)の部 27 中学 2年 3年男子軽量(60kg未満)の部 

28 中学 2年 3年男子重量(60kg以上)の部 29 中学女子軽量(45kg未満)の部 

30 中学女子重量(45kg以上)の部 31 男子マスターズ 35歳～44歳の部 

32 男子マスターズ 45歳～54歳の部 33 男子マスターズ 55歳以上の部 

34 一般女子セーフティ（高校生以上） 35 
一般女子フルコンタクト（高校生以上） 

 軽量の部（55kg未満） 

36 
一般女子フルコンタクト（高校生以上） 

 重量の部（55kg以上） 
37 一般男子 初級の部（無級～7級） 

38 一般男子 中級の部（6級～3級） 39 
一般男子上級 軽・中量（75kg未満）の部
（2級以上） 

40 
一般男子上級 重量（75kg以上）の部 
（2級以上） 

  

組手新人の部は、入門してから試合経験の少ない人、または、以下の実績がない人。（段・級は問いません） 

１．全日本クラス、カラテドリームフェスティバル（新人の部は除く）の大会出場 

２．ブロック大会、県大会の優勝、準優勝 

３．錬成大会の優勝 

男子マスターズは、全日本大会及び全日本ウエイト制大会に出場経験のある人は出場できません。 

※参加人数によっては部門を統合・廃止する場合があります。 

 

●型競技概要  全世界空手道連盟新極真会教則型全集（DVD）を基準とした判定によるトーナメント方式 

試合型 

階級 小学低学年初級 小学低学年上級 小学高学年初級 小学高学年上級 一般 

1・2回戦 指定型 太極 1 平安 1 平安 1 平安 5 平安 5 

3・4回戦 指定型 太極 3 平安 2 平安 2 撃塞小 突きの型 

準決勝～ 選択型 平安 1～3 平安 1～4 平安 3～5 
平安 5、突きの
型、撃塞小 

平安 5、最破 
撃塞小、征遠鎮 

※試合は、2名同時に行います。準決勝からは、赤→白の順番に 1名ずつ行います。 
※出場人数により、1・2回戦の指定型を 1回戦のみに行い、3・4回戦の指定型を 2回戦に行う場合があります。 
また、1・2回戦の指定型を行わずに、3・4回戦の指定型を 1回戦に行う場合もあります。 

 

 

 

 



●組手競技概要  全世界空手道連盟ルールに則った直接打撃制によるトーナメント方式 

試合時間 

階級 本戦 延長戦 再延長戦 体重判定 最終延長 

幼年男女 1分 1分 なし なし なし 

小学生・中学生・男子マスターズ、女子セーフティ 1分 30秒 1分 なし なし なし 

一般男子初級、中級 2分 2分 なし なし なし 

一般男子上級・女子フルコンタクト 2分 2分 なし なし なし 

一般男子上級・女子フルコンタクト（準決勝から） 3分 2分 2分 10kg 2分 

 

●着用防具（○は義務、×は着用禁止） 

クラス ヘッド 
ガード 

スネ 
足甲 

拳 ファール 
カップ 

膝 胸部 帯留め 
ﾏｳｽﾋﾟｰｽ 

心臓震盪
胸パッド 

幼年男子 
小学男子 1年生～3年生 

○ ○ ○ ○ 任意 × 任意 任意 

小学男子 4年生～6年生 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 任意 

幼年女子 
小学女子 1年生～3年生 

○ ○ ○ 任意 任意 任意 任意 任意 

小学女子 4年生～6年生 ○ ○ ○ 任意 ○ 任意 任意 任意 

中学生男子 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 任意 

中学女子 ○ ○ ○ 
アンダー 
ガード 

○ 
チェスト 
ガード 

任意 任意 

男子マスターズ ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 任意 

一般女子セーフティ ○ ○ ○ 
アンダー 
ガード 

○ 
チェスト 
ガード 

任意 × 

一般女子フルコンタクト × ○ × 
アンダー 
ガード 

× 
チェスト 
ガード 

任意 × 

男子初級 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意 任意 

男子中級 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意 × 

男子上級 × × × ○ × × 任意 × 

※着用義務、着用任意の防具はすべて各自持参して下さい。赤帯、赤マークも各自で用意してください。着用義務の防具、
飛沫防止シールド、赤帯、赤マークを持っていない場合は、失格となります。 

※新極真会公式防具、JKJO指定防具・推奨防具（パンチンググローブは除く）の白のみ使用可能です。 
新極真会公式防具は、 http://www.shinkyokushinkai.co.jp/bogu/にて、 JKJO 指定防具は、 https://karate-
jkjo.jp/jkjo_rule/jkjo_rule.htmlにて確認してください。 

※ヘッドガードは、新極真会公認ヘッドガード及び JKJO 公認ヘッドガードのみ着用可能とします。公認ヘッドガードには
飛沫防止シールドを装着してください。 

※女子選手が道着内に着用する Tシャツは白とし、長髪の選手は髪が乱れないようにゴムで結んでください。 
※サポーター類の改造や違反を確認した場合は失格になる場合があります。 

 

＜特記事項＞ 

本大会では、選手のお弁当はつきません。各自で昼食を準備してください。 

セコンドは 2名までとします。 

入場制限はなしとしますが、今後のコロナ感染状況によっては変更となる場合があります。 

スケジュール等詳細については、全中部大会公式サイトにて順次公開していきますので、確認をお願いします。 

 

全中部空手道選手権大会事務局 

〒514-0819 三重県津市高茶屋二丁目 55-2  ℡059-234-1265  Fax059-234-1350 

大会公式サイト：https://zenchubu.jikedojo.com 

MAIL:info@jikedojo.com 


