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開催のご案内 
 

拝啓、向春の候、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。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

「J-1CUP２０２１全日本空手王決定戦」を岸和田市総合体育館メインアリーナにて開催する

運びとなりました。今大会は、青少年の健全育成、各流派団体の技術交流、空手道を志す少年

少女たちの目標に成る場として実施するものであります。つきましては本大会開催にあたりま

して貴道場の多くの出場、ご協力頂きたく宜しくお願い致します。開催にあたり感染予防対策

を重視しての開催となりますので進行、時間の変更が生じる場合があります。皆様にはご理解

ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

記 

 

 

日 時    令和３年４月１8 日（日） 

場 所    岸和田市総合体育館 メインアリーナ 

主 催    日本実践空手道 一光会館 

協 力    NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神 
        

 

 

 

 

令和３年２月吉日 

 

一光会館 館長 中尾 功三 



J-1CUP2021全日本空手王決定戦 

《全日本ランキングポイント大会 ２０２１年度 第１戦・上級》 

大会要項 

【主  催】 日本実践空手道 一光会館 

【協  力】 NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神 

【日  時】 令和３年４月１８日(日) 

       選手集合 午前９時００分  開会式 午前１０時００分 

       ※今大会は新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。（集合時間の等の変動あり） 

【場  所】 岸和田市総合体育館メインアリーナ 

       住所 岸和田市西之内町４５番１号 ℡０７２－４４１－９２００ 

【試合形式】 ・JKJO ルールに準じます。 

（上段ひざ蹴りは年長・小学生・中学生初級は反則、中学生・高校生上級は有効） 

       ・拳サポーター、レッグガード、ファールカップ 

ひざサポーター（小３以上は義務）を必ず着用。 

       ・拳サポーター、レッグガードは布製に限ります。極端に薄いものは使用不可。 

       ・男子のインナーＴシャツは禁止 

       ・女子のインナーＴシャツは白色のものを着用して下さい。またチェストガードについては 

        小３以上の着用は認めますが、腹部まであるものや硬質のものは禁止です 

       ・ヘッドガード（JKJO 指定）、⾚紐、フェイスシールドは各⾃でご⽤意ください。 

           ※あらかじめご連絡いただければヘッドガードの団体への貸し出し可能です。 

【ク ラ ス】 ○初級クラス 

         幼児（男女混合）・小学１年～６年（各クラス男女混合）・中学男子・中学女子 

       ○上級クラス・全日本ランキングポイント指定大会 

         幼児男子・幼児女子 

         小学１年～６年 各学年男子（３年～６年は体重別） 

         小学１年～６年 各学年女子（４年～６年は体重別） 

         中学男子（体重別）・中学女子（体重別） 

高校男子（体重別）・高校女子（体重別） 

※当日の計量で僅かでも規定の体重をオーバーした選手は失格となりますのでご注意ください。 

【選手受付】 ゼッケンは大会前に郵送します。 

       <㎏未満クラス>に出場の選手は計量受付にて速やかに計量をお願いいたします。 

【参 加 費】 ６，０００円（昼食なし・スポーツ保険は各自加入） 

【注意事項】 ※ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 

【申 込 先】 ※事務局新住所 一光会館事務局 

       〒５９６－０８２１ 

       大阪府岸和田市小松里町２４２９－２０３ 

       ＴＥＬ ０７２－４４８－５８５８ 

【申込締切】 令和３年３月３日（水） 必着厳守！        

※申込用紙と参加費は各団体ごとに現金書留にてお送り下さい。 

       ※一旦納入された参加費はいかなる理由があろうとも返金いたしませんので、ご了承ください。 

       ※天災や新型コロナウイルス感染状況により行政の規制等やむをえない事情で開催できない場合は 

３月１８日までは全額返金いたします。以降は ５０％の返金となる旨あらかじめご了承ください。 

 



大会会長殿
私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。
また、試合中における負傷・事故に対する一切の異議申し立てをいたしません。
大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。

道場代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　 保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

団体名

ふりがな

〒

ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　）

級

段

入賞歴

大会当日の

学年で出場

ｸﾗｽを○で

囲んでくだ

さい。

記入間違い

は失格とな

りますので

ご注意くだ

さい。

どちらかにチェックをお願いします ランキングに参加する ランキングに参加しない

級

上

中学２～３年女子 中学２～３年女子 中学２～３年女子

57㎏以上

中学１年女子 中学１年女子

43㎏未満 50㎏未満 50㎏以上

43㎏未満 43㎏以上

中学２～３年男子 中学２～３年男子 中学２～３年男子
47㎏未満 57㎏未満 

高校女子 高校女子 高校女子
48㎏未満 55㎏未満 55㎏以上

高校男子 高校男子 高校男子
60㎏未満 70㎏未満 70㎏以上 

中学１年男子 中学１年男子 中学１年男子
42㎏未満 52㎏未満 52㎏以上

小学６年男子 小学６年男子 小学６年女子 小学６年女子
40㎏未満 40㎏以上 40㎏未満 40㎏以上 

小学５年男子 小学５年男子 小学５年女子 小学５年女子
35㎏未満 35㎏以上 35㎏未満 35㎏以上 

小学４年男子 小学４年男子 小学４年女子 小学４年女子
30㎏未満 30㎏以上 30㎏未満 30㎏以上 

小学３年男子 小学３年男子
小学３年女子 

27㎏未満 27㎏以上 

幼児男子 幼児女子

小学１年男子 小学１年女子 小学２年男子 小学２年女子 

級
小学５年 小学６年

中学男子 中学女子
（男女混合） （男女混合）

小学４年
（男女混合） （男女混合） （男女混合） （男女混合） （男女混合）

体重 ㎏

大会
トーナメント作成時の参考にいたしますので、必ずご記入ください

初
幼児 小学１年 小学２年 小学３年

選手氏名 （　　　　才） （新学年）

住　所

級・段位 修行年数 　　年　　　　ヶ月 身長 ㎝

男
　
女

生年月日
平成　　　年　　　月　　　日 学年

※チェックの無い場合はランキングに参加するとなります。

J-1CUP2021全日本空手王決定戦
参加申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　開催日　令和３年４月１８日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　主　 催　　日本実践空手道　一光会館

令和　　　年　　　月　　　日

支部名



J-1CUP2021全日本空手王決定戦 

大会規約・ルール 

【試合時間】 

○幼児・小学生・中学生＝本戦１分３０秒→延長１分（マストシステム） 

○高校生＝本戦２分００秒→延長１分（マストシステム） 

※コロナウイルス感染拡大防止にて本戦マストシステムの場合あり 

女子胸サポーターに関してはプラスチック製、叉は硬質なものは禁止します。女子は白 

 いＴシャツを着用する事。 

【一本勝ち】 

○反則箇所を除く部分への突き・蹴りなどで瞬間的に決め、そのダメージにより 

 相手を倒した場合はすべて一本勝ちとします。 

○ダメージにより、戦意喪失した場合。 

【技 あ り】 

○反則箇所を除く部分への突き・蹴りなどを瞬間的に決め、そのダメージにより一時的 

 に動きが止まった場合。叉は、崩れた場合、戦意を喪失した場合は技ありとします。 

○ノーガードで相手選手の上段に蹴り技がヒットした場合。 

○前蹴り・下段蹴りで相手選手をきれいに転倒させて、下段突きをした場合。 

○下段蹴りなどで、相手選手が足を引きずる様な場合。 

○同時に蹴りが入った場合は、先に入った方が技ありとし、まったく同じ場合は相打ちとして 

技ありとはならない。 

○胴廻し回転蹴りをかわし、タイミングよく下段突きをした場合。 

【反  則】 

○掴み、掴んでからの攻撃。 

○掌低、叉は正拳による押し、手・肘による顔面への攻撃。 

○頭突き、金的への攻。 

○倒れた相手、背後からの攻撃。 

○故意に場外に出る事。 

○故意に倒れ、相手に攻撃をさせない事。かけ逃げなど。 

○上段ヒザ蹴りは、中学生男女以外は禁止。 

○以上の反則には審判より注意が与えられ、注意４回で失格（反則負け）となります。 

【注意事項】 

○事故が生じた場合、主催者側一切の責任を負いかねます。 

○参加者は大会前に必ず医師の健康診断を受けて下さい。診断書の提出は不要です。 

○保護者などの過度の応援は退場とし、今後の出場は認めません。 

※ルールの詳細は JKJO全日本空手審判機構ルールに準じます。 

※上段ひざ蹴りは年長、小学生、中学生初級は反則・中学生、高校生・上級は有効 

※ヘッドガード・フェイスシールド（JKJO 指定）⾚紐、各⾃でご⽤意ください。 

(サポーター・ヘッドガード等貸し出しはありません)  

計量は、当⽇、試合までに計量を済ませてください。（500g まで考慮致します）  

各クラスの基準を超えている場合は失格となります。減点出場はありません。  

※あらかじめご連絡いただければヘッドガードの団体への貸し出し可能です。 

 



　　　ふりがな

流派名 代表者名 様

　　〒　　　　-

住所

電話番号

1 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

2 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

3 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

4 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

5 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

6 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

7 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

8 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

9 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

10 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

11 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

12 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

13 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

14 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

15 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

16 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

17 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

18 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

19 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

20 男 女 上級 初級 　　　　㎏未満　以上

合計　　　　　　　　　　　　名

※個人の申込書とは別に流派ごとに集計して下さい。　

J-1 CUP 2021全日本空手王決定戦  参加者リスト

出場クラス
○で囲む

体重別の場合
下記へ記入して下さい

氏名 学年
エントリー

性別


