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NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神
代表理事

酒井 寿和

日本ガイシホールへ再上陸！

〜第 12 回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会 選抜指定大会〜
〜2018 年度 全日本武神ランキング［初級／上級］ポイント大会〜

大会開催のお知らせ
拝啓、浅春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
昨年に引き続き今年も日本ガイシホールにて、７月１４日（土）に『武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2018 in 日
本ガイシホール』を開催する運びとなりました。昨年以上の演出で、武神らしい最高の舞台を用意しておりますの
で、是非、今年もたくさんの選手にご参加いただきますよう、宜しくお願い致します。
つきましては、下記の通り大会開催のご案内をいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【同封内容】計１０枚
◎大会のご案内（本紙）／１枚

◎大会案内（詳細）／２枚

◎JKJO 大会要項／１枚

◎JKJO ルール／１枚

◎参加申込書３種／３枚（JKJO 選抜用１枚、初心・初級・一般・形用１枚、一般・壮年有段用１枚）
◎形クラス規約／１枚

◎参加費・参加人数 合計記入用紙／１枚

【参加費お振込先】
■三菱東京 UFJ 銀行

瀬戸支店

普通口座／３６０２３２５

名義／特定非営利活動法人武紳

【申込書・合計記入用紙 発送先】
〒453-0834

※振込手数料は申込者負担でお願いします

武神 大会運営事務局

愛知県名古屋市中村区豊国通 2-7 サンパーク木村ビル 202（株式会社エディットアウト内）

お問い合せ／TEL（０５２）４８６-７６１１

FAX（０５２）４８６-７６１２

※現金書留等での大会参加費のお支払いは一切受付しておりません。ご理解の上、ご協力下さい。

【ご入金&申込書 締切】
平成３０年５月１１日（金）までに各道場でまとめてご入金・申込書必着でお願い致します。
参加申込みは、必ず各道場でまとめてご郵送、ご入金いただけますようお願い致します。生徒やご父兄個人での
申込書のご郵送、ご入金はトラブルの原因となりますので原則として禁止と致します。御協力をお願い致します。

【エントリー確認】
大会申込み締切日以降、エントリー頂いている道場全てにエントリー確認用紙を送らせて頂きますので、必ずご
確認下さい。また、大会当日のスケジュールも同封させて頂きますので、宜しくお願い致します。（６月中旬〜）

日本ガイシホールへ再上陸！

武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2018
１

主

催

２

大会名称

武神 KARATE ALL JAPAN CUP ２０１８ in 日本ガイシホール

３

開催日時

平成３０年７月１４日（土）

AM９：００開場／AM１０：００開会式予定

４

会

日本ガイシホール メインアリーナ

住所／愛知県名古屋市南区東又兵エ町５-１-１６

５

ル ー ル

６

対象クラス 【JKJO 選抜クラス】試合時間は JKJO ルール参照

場

新日本総合空手道連合会 武神

大会実行委員会

全日本空手審判機構統一ルール（JKJO ルール）

※別紙 JKJO ルールを参照して下さい

選抜対象階級の参加総数が２００名以下の場合は優勝者１名、２０１名〜４００名以下の場合は
優勝・準優勝者の２名、４０１名以上の場合は優勝・準優勝・３位×２の４名が選抜選手として
「第 12 回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会」に出場できます。代表枠の繰り上げは最大
２名までとなります。
※２０１８年度 武神ランキングポイント大会［上級］
【初心クラス（上段蹴り有りクラス／無しクラス）】本戦 1 分 → 延長 1 分（マスト）
入賞経験の無い者。黒帯（有段者）の参加不可、週１〜２回程度の練習。中学生まで。
初心クラスは、上段蹴り有りと無しの２部門に分かれています。
【初級クラス】本戦 1 分３０秒 → 延長 1 分（マスト）
入賞経験の少ない者。黒帯（有段者）の参加不可、JKJO 代表権取得している選手は不可。
※２０１８年度 武神ランキングポイント大会［初級］
【一般有級男女／壮年有級男子／壮年有段男子】本戦２分 → 延長 1 分（マスト）
一般有級男女、壮年男子有級の防具は全て義務。但しヒザサポーターのみ任意。壮年有段は拳サ
ポ&スネサポ有り、ヘッドガード無しになります。
※一般有級男女／有級者。黒帯（有段者）の参加不可。
※壮年有級男子／35 歳以上。有級者。黒帯（有段者）の参加不可。
※壮年有段男子／35 歳以上。入賞経験者参加可。茶帯の参加可。
【一般有段男女】本戦２分 → 延長２分（マスト）
一般有段男子のサポーターはファールカップのみ、一般有段女子は拳サポ&スネサポ有り、ヘッ
ドガード無しになります。
※各大会での入賞経験者参加可。茶帯の参加可。
【形クラス】今年度も形クラスを設けています。別紙をご参照下さい。

※参加人数の少ないクラスは、混合クラスとなる場合がございます。

７

表

彰

◎個人表彰

JKJO 選抜クラス／参加総人数により変動。上記選抜人数参照。

初心・初級・一般・壮年クラス／１〜３位（３位２名。３位決定戦は行わない）
※３２名以上参加クラスはベスト８まで表彰。６４名以上参加クラスはベスト１６まで表彰。

８

参 加 費

有段の部（一般／壮年／女子）
JKJO 選抜クラス

￥８,０００ （参加記念品付き）

￥７,０００ （参加記念品付き）

その他のクラス（初心／初級／一般有級／壮年有級）

￥６,０００ （参加記念品付き）

※大会パンフレット、ゼッケンは団体受付にて当日渡しとなります。昼食は各自ご用意下さい。
※スポーツ保険は各自で加盟して下さい（大会当日の事故や怪我については責任を負いかねます）。
※形クラスは別紙を参照して下さい。
９

持 ち 物

・拳サポーター、スネサポーター、ヒザサポーター（小学 3 年生以上義務）、胸サポーター
（小学 3 年生以上女子義務）、ヘッドガード（JKJO 選抜クラスは各自用意）
・JKJO 選抜クラスは指定防具を使用して下さい。
・初心、初級、一般初級、壮年初級クラスは、白い布製の極端に薄くない JKJO 製品に準ずる
防具を使用して下さい。
・ヘッドガードと高校生のパンチンググローブは、出来るだけご自身の物をご用意下さい。
お持ちでない場合は、主催者でも用意していますので、係の者にお訪ね下さい。
・ファールカップはズボンの下に、女子の胸ガードは T シャツの下に着用
・女子が空手着の下に着る T シャツは白色、男子は T シャツは着用しないこと

10

計

量

契約体重のある部門に関しては、必ず計量をしてもらいます。計量は、大会前日と大会当日の両
日を予定しております。前日計量は同会場にて予定。大会当日は入場から開会式までの間に必ず
指定場所にて計量を済ませて下さい。その他、詳細は後日ご案内。
※契約体重のあるクラスは、上がＴシャツ下は道着の下のみで計量（＋５００g までは空手着
の重さを考慮します）

10

注意事項

１．出場クラスの記入間違いは失格となります。（新学年での申請になります。ご注意下さい。）
２．何らかの理由で参加不能となった場合必ず各団体を通じて大会事務局まで連絡して下さい。
３．大会事務局に納入した参加費はいかなる場合があろうとご返金出来ません。
４．セコンドには誰も付けませんのでご注意下さい。（セコンド無し）
５．パーテーション内は選手・審判・関係者以外立入禁止です。但し、幼年や低学年の選手の付
き添いとしての立ち入りは可能です（定位置への案内が終わりましたら速やかに外へ出て下さい。）
６．応援は禁止です。試合中の選手に対してのアドバイスも禁止です。ご注意下さい。
７．参加選手はもちろん、付き添いの方々も相手選手や審判員に対する礼節、マナーに充分ご配
慮願います。


８．三脚を使用してのビデオ撮影はご遠慮下さい。フラッシュ撮影は試合の妨げにまりますので
ご注意下さい。
９．テーピングテープの使用は、怪我などでやむ負えない場合を除き禁止とします。
10．会場周辺の駐車場には限りがありますので、交通機関等をご利用下さい。
11．その他、同封の JKJO 試合規約の注意事項や禁止事項を参照して下さい。
※全国から様々な選手が参加するオープン大会です。常識のある行動をお願い致します。

11

申込締切

平成３０年５月１１日（金）必着 ※事務局必着締切日時です。
※参加申込は必ず各団体でまとめてご郵送、ご入金下さい。

武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2018
～第１２回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会・選抜指定大会～
【日 時】

２０１８年 ７月 １４日（土）
開場、選手受付・計量
９：００
：
開会式
１０：００
：
試合開始
１１：００（予定）
：
※当日の進行により、時間が多少前後することもあります。

【会 場】

日本ガイシホール メインアリーナ
〒457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16 ☎０５２-６１４-３１１１

【主 催】

NPO法人 新日本総合空手道連合会 武神

【参加資格】

選抜指定大会は、オープントーナメントとなっております。
JKJO全日本大会出場権獲得選手及び、JKJO非参加団体の選手も出場可能です(選手登録は不要)
但し、フリー参加及び道場名の使い分けは認めません。(道場名非公開は参加可)

【参加費】

７，０００円 （昼食は各自でご用意ください。）

【防 具】

JKJO規約に則ります （別紙参照）
・ヘッドガード（JKJO指定品）は各自用意。主催者は用意しません。
・拳ｻﾎﾟｰﾀｰ、スネサポ-タ-:JKJO指定品のみ可 ・膝サポ-タ-:３年生以上義務 JKJO指定品のみ可
・胸ｻﾎﾟｰﾀｰ：3年生以上女子義務(2年生以下着用禁止) ・帯留め：義務
・ファールカップはズボンの下に、女子の胸ガードはTシャツの下に着用（JKJO推奨品）
・女子が空手衣の下に着用するTシャツは白色、男子はTシャツは着用できません。
※上記の指定された防具を着用していない選手は出場をお断りさせて頂きます。

【ルール】

JKJO全日本審判機構公認ルール（別紙参照）

【階 級】

幼年～高校生 学年別・男女別のトーナメント制
体重別ｸﾗｽは本大会申込み時点の体重で出場階級を選択してください。
計量時、規程体重を超えた選手は失格となりますので、大会当日までの成長を考慮して階級を
選択してください。上:Tシャツ、下：空手着で計量してください。(500gまで考慮致します。)
申告体重に虚偽が無い様、正確にご記入ください。

【代表枠】

出場総人数 ：200名以下
各カテゴリー1名（優勝者のみ）
：201名以上～400名以下
各カテゴリー2名（優勝者・準優勝者）
：401名以上
各カテゴリー4名（優勝者・準優勝者・3位）
※代表枠内に既に代表権獲得済の選手が入った場合、ベスト８の中から次点選手が繰上げとなります。
但し、各階級繰上げ代表は最大２名となります。

【注意事項】

＊受付は当日、団体ごとにいたします。ゼッケンも当日配布いたします。
＊参加選手はスポーツ保険に事前に加入しておいてください。
＊怪我によりテーピングを施す必要がある場合は救護係の指示に従い検印を受けてください。
テーピングは持参してください。※検印が無い場合は取り外しとなります。
＊派手な髪型（金髪など過度の染髪、デザインした剃り込みを入れる等）での出場は禁止します。
＊選手はコート入退場時の挨拶を徹底してください。判定時の雄叫び・ガッツポーズは禁止です。
＊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･マナーに充分ご配慮願います。
＊セコンドはありません。
＊ホール内での飲食は禁止。ゴミは各自で持ち帰って下さい。
＊三脚を使用してのビデオ撮影はご遠慮ください。
＊組み合せ、判定に対するクレームは一切受け付けません。
＊選手、審判、スタッフ以外はパーテーション内に入らないで下さい。
＊申し込み後の代表権獲得者を除き、如何なる理由でも一度納入頂いた参加費は返却できません。
＊以前にJKJO参加団体とのトラブルや、大会にてトラブルがあった道場は
出場をお断りさせて頂く場合がございます。

【申込締切】

２０１８年 ５月 １１日（金） 事務局必着
※出場申込用紙と参加費は各道場単位でまとめてご郵送、ご入金下さい。
期限後の申込みは一切できません。申込み後のキャンセルはできません。

【申込書送付先】

〒453-0834 愛知県名古屋市中村区豊国通り2-7 サンパーク木村ビル202 （株）エディットアウト内

武神大会運営事務局

☎０５２-４８６-７６１１

◆ 形の部〈大会規定〉
個人形競技の予選・決勝は以下の通りである

学年

競技種目

予選／決勝形

幼年〜小学２年

初級／中級

自由

小学３年〜小学４年

初級／中級／上級

自由

小学５年〜小学６年

初級／中級／上級

自由

中学生

有級／有段

自由

高校生〜一般

有級／有段

自由

小学生

黒帯

自由

※全てトーナメント試合のフラッグ制で行う。創作系、中国拳法の形は不可。

【判定基準】
・技の正確さ、正しい緊張、集中力、極め、呼吸と動きの調和、滑らかな身体の移動、腰の
位置と安定した重心、「芝居がかった演技」ではなく「形本来の意味の演技」を判定する。
・演武中、帯が床に落ちた者は負けとする。
・決勝において、難度の高い形を使用する場合、熟練されていないと基本形に負ける場合も
ある（級位が低い少年少女がスーパーリンペイ、燕飛などを演武する事はあり得ない）。
※各流会派によって形の若干な違いがあると思いますが、判定は全て審判の判断に委ねます
ので、クレームはご遠慮願います。
【競技種目の基準】
・初級

→

１０〜８級

・中級

→

７〜４級

・上級

→

３級以上

【参 加 費】
・幼年〜中学生 ￥４,０００
・高校／一般

￥６,０００

（参加記念品付き）
（参加記念品付き）

※大会パンフレット、ゼッケンは団体受付にて当日渡しとなります。昼食は各自ご用意下さい。
※スポーツ保険は各自で加盟して下さい（大会当日の事故や怪我については責任を負いかねます）。

