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義道 SAMURAI 杯！ 全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

 

 

拝啓 寒冷の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 

義道会館は２０２３年４月３０日（日）に「義道 SAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会

２０２３」を宝塚市立スポーツセンター メインアリーナにて開催することになりました。 

 

本大会は、様々な流派が集まり、日頃鍛えた技や力を競い合うと共に、 

人を思いやる心を忘れず、皆様と交流の和を広げる大会になればと思っております。 

なお、申込書はコピーしてお使い頂きたいと思います。 

つきましては、ご多忙中とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

                義道 SAMURAI 杯！  

                 全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

 

義道会館大会事務局 

〒６６５－０８７１ 

宝塚市中山五月台７－２－２２３ 

TEL・FAX（０７９７）８８－３１４１ 

 

 

 

 



義道 SAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

～大会要項～ 

【開催日時】２０２３年４月３０日（日）8 時 45 分開場 ９時３０分試合開始予定 

（密集を避けるため開会式・閉会式は行いません。） 

・選手の付き添いは、１選手に付き大人２名とさせて頂きます。 

・２部制で開催予定です。申込締切後改めてスケジュール等を決定して、 

各団体様へお知らせさせていただきます。 

【会場】宝塚市立スポーツセンター メインアリーナ（宝塚市小浜１丁目１－１１  ℡ 0797-87-5911） 

【参加費】４０００円 参加賞有 （入賞者には、メダル・賞状。上級クラス入賞者にはワッペン進呈。） 

※賞状は後日、各団体代表者様に郵送させて頂きます。 

昼食はありません。傷害保険は、各自で加入お願い致します。 

【出場種目】 

・幼年クラス・・・（男女混合）年少・年中・年長 

・初心クラス・・・上段蹴りなし（上段蹴りは、反則となります。ご注意下さい。） 

修行年数１年未満・初めての試合・大会経験者で未勝利の選手 

            小学１年～小学６年 学年男女別 

・初級クラス・・・試合経験・勝利経験の少ない選手 

昨年度初級クラス優勝、準優勝入賞の方は、１つ上のクラスにエントリーして下さい。 

            小学１年～中学３年 学年男女別 

・中級クラス・・・緑帯まで・全国大会に出場した経験のある選手及び入賞者は出場不可 

昨年度中級クラス優勝、準優勝入賞の方は、１つ上のクラスにエントリーして下さい。 

            小学１年～中学３年 学年男女別 

・上級クラス・・・茶帯・黒帯と参加希望者 

    小学１年～小学５年 学年男女別 

    小学６年男子・女子…軽量 40kg 未満・重量 40kg 以上 

    中学１年男子…軽量 50kg 未満・重量 50kg 以上 中学１年女子…軽量 45kg 未満・重量 45kg 以上 

    中学 2~3 年男子…軽量 55kg 未満・重量 55kg 以上 中学 2~3 年女子…軽量 50kg 未満・重量 50kg 以上 

    ※kg 未満のクラスのエントリー選手は、大会当日計量を行います。T シャツ・空手着の下着用で 500g 

オーバーで失格となりますので、申告体重は正確に記入願います。 

【注意事項】学年は必ず４月からの新学年で記入して下さい。 

申込書の記入漏れや記入間違いに注意して下さい。記入間違いは失格となります。 

※参加人数が少ない場合は、クラスを併合する場合もあります。 

【申し込み期限】 ２０２３年３月１１日（土） 

 ・申込に記入捺印の上、参加費を同封のうえ現金書留にて道場ごとにまとめて郵送お願いします。 

一度納入頂いた参加費は如何なる理由でも返金出来ません。 

・コロナ感染拡大・天災・行政の規制等でやむを得ない事情で開催出来ない場合は、１カ月前までは全額返金、

以降は５０％の返金となります。 

【申込書送付先】 

〒665-0871  兵庫県宝塚市中山五月台７－２－２２３  義道会館大会事務局  TEL 0797-88-3141 



義道 SAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

参 加 申 込 書 

開催日：２０２３年４月 ３０日（日）  会場：宝塚市立スポーツセンター メインアリーナ 

大会会長殿 

私は、本大会のルールに従い、正々堂々と戦うことを誓います。また、本大会における負傷・事故に 

つきましては、主催者側にその責任を一切問わない事を誓います。    ２０２３年  月  日 

 

所属流派名                                    保護者氏名            ㊞ 

 

ふりがな  
男
・
女 

生年月日 西暦     年  月  日   才 

氏 名  身長        cm 体重        kg 

  〒         ℡    （   ） 

住所 

 

級段位 

    段・級 

空手歴 

 

   年  ヶ月 帯の色 

幼年クラス（出場希望クラス番号に〇をつけて下さい。学年は４月からの新学年で記入してください） 

1. 幼年 年少 2. 幼年 年中 3.幼年 年長 

初心クラス（出場希望クラス番号に〇をつけて下さい。学年は４月からの新学年で記入してください） 

※上段蹴りなし（上段蹴りは反則となります。）修行歴１年未満・初めての試合・大会で未勝利の選手 

 4. 小学 1 年男子 7.  小学 4 年男子 10.  小学 1 年女子 13.  小学 4 年女子 

 5. 小学 2 年男子 8.  小学 5 年男子 11.  小学 2 年女子 14.  小学 5 年女子 

 6. 小学 3 年男子 9.  小学 6 年男子 12.  小学 3 年女子 15.  小学 6 年女子 

 初級クラス（出場希望クラス番号に〇をつけて下さい。学年は４月からの新学年で記入してください） 

※試合経験・勝利経験の少ない選手・昨年度優勝、準優勝入賞の方は上のクラスにエントリーお願いします。 

16. 小学 1 年男子 21.  小学 6 年男子 26.  小学 2 年女子 31.  中学 1 年女子 

17. 小学 2 年男子 22.  中学 1 年男子 27.  小学 3 年女子 32.  中学 2 年女子 

18. 小学 3 年男子 23.  中学 2 年男子 28.  小学 4 年女子 33.  中学 3 年女子 

19. 小学 4 年男子 24.  中学 3 年男子 29.  小学 5 年女子  

20. 小学 5 年男子 25.  小学 1 年女子 30.  小学 6 年女子  

中級クラス（出場希望クラス番号に〇をつけて下さい。学年は４月からの新学年で記入してください） 

※緑帯まで・全国大会に出場した経験のある選手及び入賞者は出場不可 

昨年度優勝、準優勝入賞の方は上のクラスにエントリーお願いします。 

34. 小学 1 年男子 39.  小学 6 年男子 44.  小学 2 年女子 49.  中学 1 年女子 

35. 小学 2 年男子 40.  中学 1 年男子 45.  小学 3 年女子 50.  中学 2 年女子 

36. 小学 3 年男子 41.  中学 2 年男子 46.  小学 4 年女子 51.  中学 3 年女子 

37. 小学 4 年男子 42.  中学 3 年男子 47.  小学 5 年女子 

 

38. 小学 5 年男子 43.  小学 1 年女子 48.  小学 6 年女子 

 

＊ 記入間違いは失格となります。  ※参加人数が少ない場合は併合する場合があります。  

【申込書送付先】〒665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台 7-2-223 義道会館大会事務局 TEL：0797-88-3141 

締切り  ３月１１日（土）必着 



義道 SAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

上級クラス 参 加 申 込 書 

開催日：２０２３年４月 ３０日（日）  会場：宝塚市立スポーツセンター メインアリーナ 

大会会長殿 

私は、本大会のルールに従い、正々堂々と戦うことを誓います。また、本大会における負傷・事故に 

つきましては、主催者側にその責任を一切問わない事を誓います。    ２０２３年  月  日 

 

所属流派名                                    保護者氏名            ㊞ 

 

ふりがな  
男
・
女 

生年月日 西暦     年  月  日   才 

氏 名  身長        cm 体重        kg 

  〒         ℡    （   ） 

住所 

 

級段位 

    段・級 

空手歴 

 

   年  ヶ月 帯の色 

上級クラス（出場希望クラス番号に〇をつけて下さい。学年は４月からの新学年で記入してください） 

※茶帯・黒帯と参加希望者 

52. 小学 1 年男子 59. 中学 1 年男子 

 軽量 50kg 未満 

63.  小学 1 年女子 70.  中学 1 年女子 

   軽量 45kg 未満 

53. 小学 2 年男子 60. 中学 1 年男子 

 重量 50kg 以上 

64.  小学 2 年女子 71.  中学 1 年女子 

      重量 45kg 以上 

54. 小学 3 年男子 61. 中学 2~3 年男子 

 軽量 55kg 未満 

65.  小学 3 年女子 72.  中学 2~3 年女子 

      軽量 50kg 未満 

55. 小学 4 年男子 62. 中学 2~3 年男子 

 重量 55kg 以上 

66.  小学 4 年女子 73.  中学 2~3 年女子 

      重量 50kg 以上 

56. 小学 5 年男子  

 

67.  小学 5 年女子 

 

57. 小学 6 年男子 

軽量 40kg 未満 

 68.  小学 6 年女子 

      軽量 40kg 未満 

 

58. 小学 6 年男子 

重量 40kg 以上 

 69.  小学 6 年女子 

   重量 40kg 以上 

 

＊ 記入漏れや記入違いに注意してください。記入間違いは失格となります。 

＊ 参加人数が少ない場合は併合する場合があります。  

 

※ kg未満のクラスのエントリー選手は、大会当日計量を行います。 

Tシャツ・空手着の下着用で 500gオーバーで失格となりますので、申告体重は正確に記入願います。 

 

【申込書送付先】〒665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台 7-2-223 義道会館大会事務局 TEL：0797-88-3141 

 

締切り  ３月１１日（土）必着 



義道 SAMURAI 杯！大会ルール（JKJOルールに準ずる） 

【試合時間】 

 全試合 

幼年～中学生 1分 30秒（マストシステム） 

     ※マストシステムとは→必ずどちらかに勝敗が決まります。体重判定は行いません。 

【防具】JKJO指定防具でなくても出場出来ます 

防   具 
幼年～中学生 

男 女 

拳サポーター ○（布製） ○（布製） 

すねサポーター ○ ○ 

ひざサポーター △ △ 

ファールカップ ○ △ 

チェストガード（注） × △ 

ヘッドガード（前面付） ○ ○ 

ボディプロテクター 
幼年・初心クラスのみ △  

それ以外のクラスは × 

○＝着用義務     △＝着用自由     ×＝着用不可   

（注）チェストガードはプラスチック製や硬質な素材のものは認めません。また、胴に達するものは不可とします。 

    プロテクターの貸し出しはありません。 

 

※コロナ感染対策の為、全学年フェイスシールド【顔面前面を覆うタイプ（内でも外でも可）のみ可】・もしくは 

マスク（素材は何でも可）を着用してください。各自で用意をお願いします。 

※ヘッドガード（前面付）、サポーター類（すべて布製）、赤ひも、も出場者が持参してください。 

 パッドの薄いものや危険と判断したものは主催者側準備品と交換させて頂きます。 

※男子のインナーT シャツ・インナーサポーターは禁止。 

※女子のインナーT シャツは着用可。 

 

【判定規定】 

■ 一本（自滅も同様） 

  ・打撃により一瞬でもダウン  ・３秒以上の戦意喪失 

■ 技有り（自滅も同様） 

  ・宙に浮かせ転倒させる ・上段にクリーンヒット 

  ・一時的に動きが止まる    ・一時的に戦意喪失 

  ・下段蹴りで足を引きずる   ・腹部のダメージで体がくの字になる 

  ・防戦一方になり反撃しない状態が続く 

■ 反 則 

  ・掴み、掴んでからの攻撃、掛け、抱え込み   ・掌底押し、正拳押し、相手の身体に手・胸を付けての攻撃 

  ・頭突き、頭をつけての攻撃、背後からの攻撃  ・手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り 

  ・下腹部（帯より下、股関節より上）への攻撃  ・故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ 

  ・上段膝蹴り（全クラス）           ・主審の「やめ」の合図の後に意図的に攻撃をした場合 

  ・その他審判が反則とみなした場合 

 ■ 失 格 

  ・注意４となった場合             ・一度の反則でも相手がドクターストップになった場合 

  ・試合時間に遅れた場合            ・審判員の指示に従わない時 

  ・試合開始から判定が下されるまでの嘔吐はダメージとみなされ失格とする 

  ・規定体重を超えていた場合（着衣で 500g までは有効） 

〈判定優先順位〉 

 

 

〈判定基準図解〉 

技有り１   技有り２(一本) 

 

注意１    注意 2    注意 3    注意 4（失格） 

一本（失格）＞技あり＞ダメージ＞有効打＞攻撃数＞積極性 

 



義道ＳAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

新型コロナウイルス感染症予防対策における注意事項 

 

【感染対策予防注意事項】 

次のうちいずれかの症状がある場合、選手は原則出場出来ません。 

・試合当日の朝、必ず体温チェックを行い、体温が 37,5℃以上ある場合や、体調不良の場合。 

・ご家族でコロナ感染陽性者がいる場合、又は濃厚接触者として自宅待機になっている場合。 

・年齢に関わらず、基礎疾患をお持ちの方の来場はお控え下さい。 

【会場入場時】 

・体育館に入場出来るのは、選手１名に付き大人は２名までとさせていただきます。（小さなお子様はご一緒に

入場してください） 

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

・入場時に入場者の検温をさせて頂きます。（37,5℃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） 

・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とり、お互いの距離を可能な限りとるようにしてください。 

・ごみは必ずお持ち帰り下さい。 

 

【大会進行について】 

・開会式・閉会式は行いません。 

・今大会は、２部制で行う予定です。（後日代表者様に連絡させて頂きます。） 

・試合は、本戦のみ（マストシステム）となります。延長戦は行いません。 

・試合開始のアナウンスがあるまで、２階観客席、アップ場（サブアリーナ）にて待機してください。 

・選手の皆様は、各コートの試合進行表を確認し、出場する試合の３試合前までには各コート内に集合して 

ください。（選手の呼び出しは飛沫防止対策の為ありません。） 

・試合終了後、選手同士の握手は行いません。 

・各クラスで入賞された選手は、決勝戦終了後に各コートにてメダルが授与されます。 

・ご自身の試合が終わりましたら、できる限り退場をお願い致します。 

・セコンドは指定された席にお座りください。 

・セコンドは必ずマスクを着用、マスクを外して応援した場合、選手が失格となりますのでご注意ください。 

【防具】 

・ヘッドガード等サポーター類・赤ひもは全て各自で用意してください。ヘッドガード（面付）をお持ちでない

方は貸出しておりますが、各自で消毒してください。 

・飛沫防止の為、必ずフェイスシールド【顔面前面を覆うタイプ（内でも外でも可）のみ可】・ 

もしくはマスク（素材は何でも可）を着用してください。 

 

 

感染拡大防止の為、何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 



義道 SAMURAI 杯！全関西ジュニア空手道交流大会２０２３ 

新型コロナウィルス感染症に関する問診票 

 

大会を安全に開催する為の問診となります。 

体調不良など、以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。 

新型コロナウィルス感染拡大防止の為ご理解ご協力をお願い致します。 

 

確 認 事 項 選 手 付添者 付添者 

本日の体温（37,5 度以上の発熱は入場不可となります）      ℃      ℃      ℃ 

風邪に似た症状（咳・鼻づまり・のどが痛むなど）ありますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

頭痛・下痢・嘔吐症状・味覚障害などがありますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

家族で 2 週間以内にコロナウイルスに感染された方がいますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

2 週間以内に濃厚接触者として自宅待機の方が近くにいますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

倦怠感が続く、疲れを感じやすい等、体調の異常がありますか？ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

大会会長 殿 

私は、今大会が新型コロナウィルス感染拡大防止対策に万全を期して開催される事を理解し 

万が一私達（選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。 

又、問診に対して一切の虚偽記入がないことを誓います。 

                         西暦      年     月     日 

流派名                   

選手氏名                  

付添者（保護者）              

付添者（保護者）              

 

住所                               

電話番号                   

※大会当日受付に於いて必ず提出してください。 

※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります。 


