
 

２０２２ 第 16回 正援塾 北大阪ジュニア新人空手道大会 

                      大会要領 

 

 

主催   空手道 正援塾  

 

日時   2022 年 2月 13日〔日〕 出場人数定員 300名 

      3～4部制を予定〔後日 LINE＠より連絡〕9時 15分開始予定 

 

今大会は新型コロナウイルス対策を行いながらの開催となります。当日の進行や大会情報などの連絡事

項はすべてこちらの大会 LINE＠から行います。必ずご登録の上ご参加ください。 

※LINEをされてない方は出場できません。締め切り日までにご登録ください 

 

会場   176box（イナロクボックス） 

〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町５丁目７−２５（176BOX 内の駐車場使用不可） 

※グーグルストリートビューからはやや見えにくい場所です 

 

参加費用  ６,０００円   傷害保険は各団体のスポーツ保険で対応してください。 

  〔※新型コロナ拡大などやむをえない状態になった時は大会を中止する場合があります。締切後に大会が中止になった
場合、大会準備費として 2000 円を差し引いた 4000 円を返金致します。ご了承の上申込ください。〕 
 

 

新人育成が趣旨でありますので参加資格は以下のすべての項目に該当される方になります。

〔必ずお守りください。〕わからない場合は所属の先生と相談してください。 

・ 小規模の新人戦や交流大会を含むすべての大会での入賞経
験がない方。〔家にトロフィーやメダル、盾などがひとつもない方〕 

入賞経験とはベスト 8 賞や敢闘賞も含みます。小規模の道内大会の経験は含まない。 

・ 黒帯、茶帯、緑帯、の方は出場できません。 

・ 小学 5＆6 年生は 3 級緑帯まで参加可能〔2 級緑帯は不可〕それ以外の学年は一切不可 

・ 移籍経験がある方は以前の所属流派の経験〔級位〕も含みます。 

 

※このクラスはたとえ一度であっても入賞経験者の出場は一切認めておりません 

募集対象者以外のエントリーがあった場合、試合当日でも参加をお断り致します。 

  

増加の一途を辿っているジュニア空手会の現状を考慮し上記の募集対象とさせていただきま

した。新人選手が輝ける大会になるようご理解、ご協力よろしくお願い申し上げます。募集

対象でご不明な点はお問い合わせ下さい。 

        なお申込書に指導者の方のコメント欄がありますので出場選手に関するコメントがあればご

記入ください。 

 
募 集 対 象
〔初級の部〕 

 

←選手〔ご父兄〕の方はこちらの 

QR コードから LINE＠にご登録ください 



        幼年年長と小学１年のみ初心クラスを行います。空手歴１年未満の選手。〔※2021 年 2 月 14 日

以降に入会した選手〕 

白帯の次の級まで出場可能〔白帯の次が 8 級であれば 8 級まで参加可〕 

小規模の道内大会を含むすべての大会で入賞経験のない選手。 

 

ほとんど組手技術がない選手の為のクラスです。組手技術があり危険と判断するような選手が

出場していた場合、協議の上勝った選手が失格となる場合もあります。 

 

 募集対象   幼年～小学 6年生は「初、中級の部」の部を行います 

〔初中級の部〕  入賞経験はあるが実力的には初級選手の為のクラスです。募集対象は以下の通りです。 

        ・小規模の新人戦や交流大会での入賞経験が 3回までの選手〔４回以上は出場不可〕 

・男女別・2級まで参加可能〔1級、黒帯は不可〕 

・中級クラスベスト 4、入賞経験者は出場できません。〔入賞経験が３回以下であっても出場不可〕

またそれと同等レベルの大会のベスト 4入賞経験者も参加できません。 

当然、各流派全日本クラスやチャンピオン〔上級〕クラスの入賞者も出場できません。 

・「初中級の部」も一般的なレベルの大会で活躍している選手の為のクラスではありません。 

あくまで初級レベルの選手を対象としたクラスです。趣旨をご理解の上、良識あるご参加をお

願い致します。 

 入賞回数の制限はありません。但し上級〔チャンピオン〕クラスやクラス分けのない大会での

ベスト 4 入賞経験者は出場できません。〔黒帯選手出場不可〕 

       

                     その他 
クラス  申込書に記載されているクラス〔学年〕以外は行いません。 

どのクラスに出ていいか判断に迷う場合は事務局までお問い合わせください。 

 

※出場人数が少ない場合、合併、中止する場合があります。〔初級クラスと初中級クラスの合併は

ありません。〕反対に人数が多い場合は体重別などクラスを細分化して行うことがあります。 

 

            

申込方法   参加申込書に参加費をそえて現金書留で郵送してください。 

        各道場でできるだけまとめて郵送してください。 

        正援塾道場生は道場で提出してください。 

 

締め切り  2021 年１2 月 23 日〔木曜〕必着 
      ※年末年始を挟む為、締切日がやや早くなっております、ご注意ください 

          定員の 300 名に達した場合は早めに締め切らせていただきます。 

 

申込先   562-0043 大阪府箕面市桜井 1 丁目 13-2-102 正援塾内 

         正援塾 大会事務局  若槻宛 

問い合わせ先 正援塾 代表 若槻迄 

        携帯 090-1673-0862 ＦＡＸ072-702-3806 

 

参加資格  正援塾と交流のある団体、流派の道場生 

頭髪の染色やピアス等、武道にふさわしくない身形をした方の出場はお断りします          

募 集 対 象

〔初心の部〕 

募集対象 

〔中級の部〕 



その他 

      

開場    当日の開場時間や 3 部制の構成などはすべて LINE アットから連絡致します。 

 

 

計量    中学１、2 年の部に参加される選手は受付横にて計量をおこないます。〔重量級は計量無し〕計量オ

ーバーの場合 2 キロ未満までなら減点 1 からの試合開始〔延長、再延長とも〕2 キロ以上は失格とな

り試合に参加できません。 

ミット   ミット打ちやアップは会場内で行い駐車場ではご遠慮ください 

 

応援    当日は武道の大会として品位のあるものになるようご協力お願い致します。マナーを守り過剰な

声援は慎み、相手選手や審判を中傷するようなヤジは絶対にやめてください。もしそのような行

為があった場合、ただちに全試合を中断し選手が減点や失格になる場合もあります。 

        

注意    毎年、コート間の「立入禁止」エリアに入るご父兄がおります。進行の妨げとなりますので立入 

禁止のエリアには入らないでください。待機の選手は水分補給やトイレ等、一時的にその場を離

れるのは可能ですが、必ずスタッフに伝えてください。スタッフに伝えず試合になっても選手が

いない場合は水分補給やトイレの場合でも失格負けとなります。 

 

飲食    体育館内での飲食は可能ですがジョイントマットの上での飲食はご遠慮ください。 

 

YOUTUBE   本大会の大会模様を YOUTUBE にて動画投稿する予定です。 

また大会結果等でホームページに名前を掲載します。あらかじめご了承ください 

  

ゴミ    ゴミは必ず各自でお持ち帰りください 

 

貴重品   各大会会場で置き引きの被害が多発しています。被害に遭われても当会は一切責任を負いません。

貴重品は必ず肌身離さずお持ちください。 

 

駐車場   体育館前の駐車スペースは使用できません。車を止めないでください。 

車で来られた場合、近接の有料駐車場をご利用していただくなどして路上駐車はご遠慮ください。

近接のヤマダ電機〔徒歩 3 分〕や豊南市場駐車場〔徒歩 5 分〕は各 100 台以上駐車可能です。 

阪急庄内駅〔徒歩 5 分〕周辺には多数コインパーキングがあります。 

  
 

大会は新型コロナウイルス対策を行いながらの開催となります。来場者全員の非接触体温計での 

検温。選手はフェイスシールド着用。他多数。LINE＠や公式ホームページでご確認ください 

 
※上記の通り本大会の開催に新型コロナウイルス感染症対策を行い、予防策を最大限に講じて開催されま 
す。ただし、新型コロナウイルスへの感染の可能性を完全にゼロにすることは困難である為、感染リスク 
があることをご了承の上、自己責任において出場申込をお願いします。 

 



試合規約 

基本的には一般的に開催されているフルコンタクト空手ルールに基づく 

サポーターの貸し出しはありません。すべて個人でご準備ください 

ヘッドガードは面なしヘッドガード〔メーカーと色の指定なし〕をご準備ください。 

フェイスシールドまたはマスクの着用義務です。フェイスシールドも各自準備の事 

 

プロテクター  ヘッドガード、胸サポーター、足サポーター、金的サポーター〔男子〕は各自で持参。 

          皮グローブは不可。極端にクッション部分が磨り減ったサポーターや薄手のサポーターは

不可。 

          胸サポーターはお腹の部分にパットの入っていない物を各自準備。 

 

試合時間   全クラス、幼年～小学 4 年生までは本戦 1 分、小学 5 年～中学は本戦１分 30 秒、 

その後はすべての学年で延長戦１分〔マストシステム〕まで。 

※決勝戦も全クラス延長戦〔マストシステム〕まで 

 

技あり    反則箇所を除いて突き蹴りをクリーンヒットさせ相手が崩れたり一時的に戦意を喪失させた

場合。鮮やかに軸足を刈って瞬間的に極めを行った場合。 

        ノーガードの上段へ蹴りが決まった場合も技ありですが、足先がかすっただけの蹴りや足が 

乗っかかったような蹴りは技ありにはなりません。 

基本的には技ありをとった方の勝ちだがそれ以外まったくいいところなく圧倒的な内容であ

れば引き分けもありうる。但しマストシステムの場合は減点がないかぎり技ありを取った選手

が勝ちとなります 

 

反則     上記の通り基本的には手による顔面攻撃なしのフルコンタクト空手ルールです。記してい 

のは特に注意してほしい反則です。 

          ・ つかみ、ひっかけは一切禁止 

          ・ 技のかけ逃げ〔技を出して自分から倒れる偽装攻撃〕 

・ 頭をつけての攻撃 

・ 上段への膝蹴り 

       注意 2 回で減点 1、減点 2 で失格です。判定の際、注意は差ではなく注意は注意、減点は減点と

して判定材料に致します。 

失格      出場時刻に遅れたり、試合開始になってもこなかった場合。 

       試合中審判の指示に従わなかった場合。 

        選手またはセコンドが粗暴な振舞い、悪質な態度とみなされた場合。 

       泣き出して円滑に試合を進められないと審判が判断した場合 

         試合中に嘔吐した場合はダメージの有無にかかわらず一本負けとなる 

主審    主審は副審がとっていない場合でも主審の判断で技あり・1本・注意・減点をとることができる。 

 

その他   大会中は大会スタッフの指示に従い自分の試合の２試合前にはプロテクターを着用しコーナーに 

待機すること。ゼッケン番号の若い選手が赤コーナーとなります。〔例・１番と 2番なら１番が赤〕 

正面向かって右側が赤コーナー。 

判定    審判員の宣告に対しては一切の異議の申し立てを行うことはできない。 

 



２０２２ 第 16回 正援塾 北大阪ジュニア新人空手道大会 

                      参加申込書 

大会実行委員長殿 

私は下記の通り本大会の試合規約に従い正々堂々競技することを誓います。 

試合中に負傷、事故が生じた場合、一切異議を申し立てません。 
 

新型コロナウイルス対策を最大限に行っての開催ですが、新型コロナウイルスへの感染の 
可能性を完全にゼロにすることは困難である為、新型コロナウイルスの感染リスクがある 
ことを了承し主催者側に一切の異議や賠償を申し立てません。 

    

     西暦   年   月   日    保護者氏名           印 

初戦の対戦相手の組み合わせは体格、級位に著しい差のないものとしますので記入漏れや嘘偽の記入がないようお願いいたします。身長、体重、勝利経験の未記入者は出場

できません。戦歴の詐称は失格となります。大会後に戦歴詐称が発覚した場合はタイトルの剥奪となります。       

締め切り  2021 年１2 月 23 日〔木曜〕必着  送り先：562-0043 大阪府箕面市桜井 1丁目 13-2-102 正援塾内 

フリガナ 年齢 生年月日 

氏名 
  歳 平成  年  月  日 

住所 〒 電話番号 

携帯番号 

練習回数 

週  回 

所属流派および支部名 修行年数 

  年  ヶ月 

級位と帯の色 

級  帯 

身長      

   ｃｍ 

体重    

ｋｇ 

大会出場歴〔○でかこむ〕 

今回が初出場、1～2 回、3～5 回、6 回以上 

大会での勝利経験〔合計〕   

無し   1 勝  2 勝   3 勝以上 

入賞経験〔過去に入賞した回数〕 

無し・1 回・2 回・3 回・4 回以上 

初中級&中級クラスの選手は最近入賞した大会を記入 

 

大会当日の学年 

  学   年       

性別 代表者の方のコメント 

 

出場クラス〔○でかこむ〕        ※クラスの記入違いに注意〔記入違いは失格となります〕 

初級幼年男女混合の部 

初級男子の部         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 1.2年軽量級〔45キロ未満〕中 1．2年重量級〔45キロ以上〕 

初級女子の部        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 1.2年軽量級〔45キロ未満〕中 1．2年重量級〔45キロ以上〕 

初、中級男子の部〔入賞経験 3 回まで〕    小学１年 小学 2年 小学 3年 小学 4年 小学 5年 小学 6年 

初、中級女子の部 〔〃〕      小学１年 小学 2年 小学 3年 小学 4年 小学 5年 小学 6年 

中級男子の部〔入賞経験 3回以上〕 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 1.2年軽量級〔45キロ未満〕中 1．2年重量級〔45キロ以上〕 

中級女子の部〔〃〕       小学１年 小学 2年 小学 3年 小学 4年 小学 5年 小学 6年 

初心男女混合の部〔空手歴１年未満〕   幼年年長   小学１年 

保険加入について 

て〔○でかこむ〕 

・スポーツ傷害保険の加入を申し込まない。〔必ず自分の道場または個人で加入していること〕 

・スポーツ保険の加入を申し込む。〔参加費は 6800円になります。〕 

年中 年長 

男・女 

年長 


