
第５回ＩＫＡ全日本総合空手道選手権大会実施要項

　①日　　時 平成２８年９月２２日（木）祝日　 午前９時００分　開場

午前９時３０分　選手受付

午前１０時００分～ 　開会式（予定）

　②場　　所 BumB東京スポーツ文化館メインアリーナ

（東京都江東区夢の島２－１－３　☎03－3521－7321）

（東京メトロ有楽町線・JR京葉線・りんかい線「新木場駅」下車徒歩１０分）

　③主　　催 ＩＫＡ国際空手協会　

　④協　　賛 ㈱イサミ・㈱マーシャルワールドジャパン・K-WORLD他本企画により依頼中

　⑤後　　援 東京都・フルコンタクトKARATEマガジン他依頼中

　⑥協    力 ＪＫＪＯ全日本空手審判機構・ＮＰＯ法人新日本総合空手道連合会 武神

統一世界武道空手道連盟

　⑦出場資格 ◎ルールを遵守でき、健康で大会出場の意志のあるもの。

◎フリー出場はお断りいたします。（団体・道場責任者の承認を願います）

　⑧表　　彰 ☆各種目とも３位まで（２名）

☆ベストファイト賞・ベストスピリット賞・技能賞・特別賞

　⑨参  加  料 ●６，０００円

（組手試合と型試合のダブルエントリーは８，０００円）

　⑩入  場  料 無　料（大会パンフレットは当日販売いたします）

　⑪申込締切 ８月１１日（木）　申込書・参加費必着（現金書留又は持参にて）

　⑫注意事項

　＊セコンドについて・・セコンドは指導者のみ１名以内といたします。（ただし、選手はOK、保護者は禁止）

　　セコンドは成人は正装、選手は空手衣にて。（短パン・ジーンズは禁止です）

　  セコンドも礼を選手と同様にお願いします。手拍子も禁止です。

　＊審判、選手への暴言は出場している他の選手・役員も含め道場団体を退場とし今後の出場を停止いたします。

　＊試合での事故（死亡・怪我など）は責任を負いません。各自必ずスポーツ保険に加入の上ご出場下さい。

　＊判定へのクレームは一切受け付けません。また、一度受けた申込書並びに参加費はお返しできません。

　＊サポーターは着用義務ですので各自で用意のこと。着用無い選手は失格となります。（会場にて販売あり）

　＊試合会場内の飲食は厳禁します。（水分の補給のみOKです)また会場に飲食物は持ち込みできません。

　＊ウオームアップは、会場内ウオームアップエリアにてお願いいたします。

　＊2度のアナウンスでいない場合は失格となります。会場内にて選手は待機ください。

　＊選手には軽食を配布します。引率の昼食は各自で施設内のレストラン・売店でお願いします。

　＊ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

　＊ファールカップはインナー（空手衣の中）でお願いします。女性以外は空手衣の下にTシャツは不可です。

　　失格となります。Tシャツの色は白のみといたします。（火傷など事情のある方は事前に申し出ください。）

　＊申込書は道場ごとにまとめてお申し込みください。

　＊計量は当日、各コートで行います。準備ができましたら、放送しますので各コートにお集まりください。

⑬大会事務局 〒300-0045

　 　茨城県土浦市文京町４丁目３番地　富士ビル４F

　拳友会中山道場内　大会事務局

　TEL０２９－８６９－９４７１　FAX０２９－８６９－９４７３

mailto:kenyukainakayamadoujyou@yahoo.co.jp

mailto:kenyukainakayamadoujyou@yahoo.co.jp


＊ 競 技 規 定

○フルコンタクトカラテ部門
１．JKJO公式ルールを適用し、高校生以上は拳はナックル型グローブを着用する。
　　（防具はJKJO規定に準じるが一般男女上級以外はヘッドガードを着用する）
２．高校生以上は試合時間を２分間とし、高校生・一般男子上級および女子のみ延長も２分
　　（決勝のみ再延長）とする。（一般初級・マスターズ・シニアは１分間とする）
     (男子上級はファールカップのみ、マウスピース可）

○防具空手部門
１．防具 スーパーセーフ面又はK－プロテクター・胴・拳サポーター・レッグサポーター

・ファールカップ着用（女性もアンダーガード）。（サポーターは布製のもの）
（パンチンググラブ不可、手に軍手・バンテージOK、ニーサポーターは任意）

２．試合時間 2分間（小・中学生・マスターズ・一般女子は1分30秒）
延長戦1分（1ポイント先取り、ポイントない場合はマスト方式）

３．1本 的確な打撃によるダウンまたは６ポイント先取。
４．技あり プロテクター着用部位（上段・中段）への的確な打撃（突き・打ち・蹴り）をポ
　 イントとする。（連打を認める・掌底・バックハンド・ローキック・ヒザ蹴りを

認める）ただし、ヒザ蹴り・ローキックについてはフルコンタクトカラテと同基
準（ダメージ）とする。
（ジュニアについては直突きのみとし、ローキックも禁止とする）
相打ちについては双方にポイントを与える。また、足払い・カッテイングキック
からの瞬時の極めはポイントとなる。

５．判定 ポイントが多い方を勝者とする。また、ポイントに差がない場合、明らかに攻撃
の多いものを勝者とする。（延長戦はマスト方式とする）

６．反則 故意の投げ、つかみ、倒れた相手への直接打撃、背部・金的への攻撃、アッパー、
執拗な掛け逃げ

７．その他 注意2回、場外2回で相手に１ポイントを与える。著しい反則攻撃、逃げ回るな
ど闘う意志のないものは失格とする。

○形部門

＜剛柔流は撃砕の形を選択できる。普及形可。創作形・中国拳法の形は不可＞

○全てトーナメント試合のフラッグ制で行う。（予選形は準決勝までとみなす）

○初級は決勝戦までは平安形（ピンアン）、決勝戦は自由形

○上級は予選・決勝とも自由形を選択できる。但し創作形、中国拳法の形は不可。

【判定基準】

①正確さ（手の握り・目付き・下半身のふらつきなど）

②気合・気迫

③優美さ

④緩急

⑤難易度　の５項目から判定をする。判定は審判３名によるマスト方式とする。

○「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。

ピンアン・平安形

自由

決勝形

自由

自由

自由

競技種目

幼児

小学生・中学生・高校生・一般（初級）

小学生・中学生・高校生・一般（上級）

予選形

大極（拳の形）



■部門および種目

＜フルコンタクトカラテ部門＞
・ジュニア上級者クラス
1 幼児男女上級 8 小学４年生男子上級３０kg以上 15 中学生女子55kg未満

2 小学１～２年生女子上級 9 小学５～６年生女子上級 16 中学生女子55kg以上

3 小学１年生男子上級 10 小学５年生男子上級３５kg未満 17 中学生男子45kg未満

4 小学２年生男子上級 11 小学５年生男子上級３５kg以上 18 中学生男子55kg未満

5 小学３～４年生女子上級 12 小学６年生男子上級４０kg未満 19 中学生男子55kg以上

6 小学３年生男子上級 13 小学６年生男子上級４０kg以上 20 高校生男子60kg未満

7 小学４年生男子上級３０kg未満 14 中学生女子45kg未満 21 高校生男子60kg以上

・ジュニア初級・中級クラス
22 幼児男女混合新人戦 27 小学３年生男子中級 32 小学１～２年生女子新人戦

23 小学１～２年生男子新人戦 28 小学４年生男子中級 33 小学３～４年生女子新人戦

24 小学１年生男子中級 29 小学５～６年生男子新人戦 34 小学５～６年生女子新人戦

25 小学２年生男子中級 30 小学５年生男子中級 35 中学生女子新人戦

26 小学３～４年生男子新人戦 31 小学６年生男子中級 36 中学生男子40kg未満新人戦

37 中学生男子50kg未満新人戦

★フルコンジュニアについて上級は全日本大会出場および県大会規模入賞者。

　中級は全道大会規模出場者、交流大会等入賞者。（３級以上は上級へ）

　新人戦は大会入賞歴なし、初心者と区分して下さい。（６級以上は中級へ）

　32～37は初級・中級混合となります。

・フルコンタクト一般クラス
38 マスターズ軽量級（70kg未満） 41 一般女子軽量級（55kg未満） 44 一般初級の部重量級（70kg以上）

39 マスターズ重量級（70kg以上） 42 一般女子無差別 45 一般上級軽量級（65kg未満）

40 シニア（45才以上） 43 一般初級の部軽量級（70kg未満） 46 一般上級無差別

＜防具空手部門＞

47 幼児男女混合 53 小学３～４年女子 59 マスターズ（40才以上）

48 小学１年男子 54 小学５年男子 60 一般女子

49 小学２年男子 55 小学６年男子 61 一般男子軽量級（70Kg未満）

50 小学１～２年女子 56 小学５～６年女子 62 一般男子無差別

51 小学３年男子 57 中学生男子

52 小学４年男子 58 中学生女子

＜形試合部門（自由型）＞
63 小学１～２年の部（男女混合） 66 中学生男子 69 一般男子（高校生以上）

64 小学３～４年の部（男女混合） 67 中学生女子

65 小学５～６年の部（男女混合） 68 一般女子（高校生以上）

計量時に規定の体重をオーバーしている場合は失格となります。

※　32～37は初級・中級混合となります。



　　　　大会　会長
　　　　中山　祐一　　殿

                          平成28年8月11日（木）　大会事務局必着

　　　　参加申し込みを記入提出することにより貴大会ルールを遵守し、大会における事故、過失等における死亡、怪我、後遺症等の一切の責任を主催者および

　　　　関係者、相手選手に請求しないことを誓約いたします。また、ジャッジについて一切のクレームを申し立てないことを了解のうえ申込みをいたします。

※下記の欄は団体代表者がご記入下さい。 記入日　　　　2016年　　　　月　　　　　日

所属道場 代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　印

道場住所
〒

☎

※ここから下の欄は、参加選手が記入。

ふりがな

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   印 保護者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

生年月日 　 昭和　・平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　　　　才） 性 別 　      □男　    □女

住  所
 

電話番号   身  長    ｃｍ   体   重 　　       　　　　Ｋｇ

修業年数 　　　　　　　年　　　　　　ヶ月  級 段 位 　　　　　段　　・　　　　級（　　　　　　帯）

職  業 　　□社会人　　　□高校・大学生　　　□中学生　　　　□小学（　　　年生）　　　　□幼年

※パンフレットには、道場名が記載されます。非公開はOKですが、フリーのご出場はご遠慮ください

種目番号 　　　　　　　　　　　　　上　級

　　　　　　　　　の部　

　　　　　　　　　　　　　新人戦

種目番号

過去の大会
入賞歴

過去３ヶ月の脳震盪の有無　⇒　　有　・ 無　 心臓病不整脈の有無　⇒　有 ・無　　　

感染症（エイズ・B型肝炎等）の有無　⇒　有 ・無 高血圧の有無　⇒　有 ・無　　　　

女性のみ（該当するものに○）　過去３ヶ月以内に  妊娠　骨盤部の痛み　異常膣出血　乳房機能不全

※参加費受領　　　　　 　月　　　　日　　受領　　　領収

個人情報保護法を順守し、大会主催者は参加申込書および名簿の管理には万全を期すとともに申込者への資料送付
および情報の提供以外には一切使用いたしません。

                  　　　　      ＊KO負けの選手は当日の飲酒は厳禁のこと。

　スポーツ
保険加入
の有無

＊必ず各団体にてスポーツ保険にはご加入のうえ出場のこと。

防具 ・ フルコン 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の部

既応歴

形

出場種目

第５回ＩＫＡ全日本総合空手道選手権大会出場申込書
平成28年9月22日（木・祝）　BumB東京スポーツ文化館メインアリーナ　にて開催

※未成年者は保護者本人が記入捺印して下さい。



各　位

協賛広告のお願い

　今般開催いたします「第５回IKA全日本総合空手道選手権大会」開催にあたり、

みなさまの暖かいご支援を頂戴したく、各位の大会パンフレットへの広告協賛をよろしく

お願い申し上げます。締め切り8月13日（土）までにお送りください。

記

＊パンフレット協賛広告

　次のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのうちいずれかを選んで○で囲んで下さい。

　パンフレットは1ページＡ４サイズとなります。

　発行部数は3,000部を予定しております。

　

　　　1／４ページ

　　　　1ページ 　　　1／２ページ 　　 １０，０００円

　　２０，０００円

　　 ３０，０００円

　1/8ページ

　５,０００円

＊お申し込みに際してのお願い

　　　原稿はデーターでいただけますと鮮明に印刷されます（kenyukainakayamadoujyou@yahoo.co.jp)

　　　現金書留にて、広告原稿とともに必ず広告料も添えてお願いいたします。

ご担当

〠

☎

　円
サイズ

特記欄

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

ご住所

　　団体・企業名

代表者様

広告料



各　　　　　位

　例年各団体のみなさまのご協力を仰ぎながら少しでも運営上に不公平がないようにとの思

いで開催しております。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ご協力いただける方は下記ご記入の上FAXにて8月20日（土）までにご連絡下さい。

F A X 029－869－9473

拳友会中山道場内大会事務局　　行

団体名 代表者

ご住所

〒

連絡先 �

FAX 携帯 Eメール

審判氏名（ふりがな） 【主審 ・ 副審 ・ 両方可】

【例】山田 太朗（やまだ たろう） 【主審 ・ 副審 ・ 両方可】

大会当日スタッフ協力 名

＜大会に関してのご要望・ご意見＞

☆審判員に謝礼・昼食を用意いたします。またスタッフ協力者は昼食の用意も必要の為、

　必ず記入のうえご返送ください。

「IKA全日本総合空手道選手権大会」開催にあたり

審判員協力


