
＊開催計画

　①日　　時 令和３年７月１８日（日）午前８時３０分開場（予定）

　②場　　所 北海道立総合体育センター（北海きたえ～る）サブアリーナ

（札幌市豊平区豊平５条１１丁目１－１　☎011-820-1703　地下鉄東豊線豊平公園駅直結）

　③主　　催 チャレンジカラテトーナメント実行委員会

　④主　　管 一般社団法人北海道空手道協会　水滸會丈夫塾

　⑤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

　⑥後　　援 北海道・北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会・北海道フルコンタクト空手道連盟

北海道新聞社・北海道日刊スポーツ新聞社他依頼中

　⑦協      力 NPO法人新日本総合空手道連合会武神・一般社団法人全日本空手審判機構・IKA国際空手協会

　⑧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。

◎団体・道場責任者の承認を得れるもの（フリー参加はできません）

　⑨表　　彰 ☆各種目とも３位まで（８名未満は優勝・準優勝のみ）

☆北海道知事賞・札幌市長賞・日刊スポーツ特別賞・

☆ベストファイト賞・ベストスピリット賞・技能賞・他

　⑩参  加  料 ●組手一般及びフルコンJr上級クラス　７０００円、初級・中級クラス　６０００円

　⑪入  場  料 無　 料

　⑫申込締切 ６月１２日（土）　申込書・参加費必着（現金書留又は持参にて）

　⑬注意事項

　＊選手は大会の2週間前より体温を測り、体調の管理に努めてください。

　＊大会はカテゴリーごとに3部制で実施予定です。対象の集合時間は後日ご連絡をいたします。

　　また、試合終了後はすみやかに退館下さい。

　＊当日は引率者も含め、検温を行います。37.5°を超える発熱や激しい咳などの症状は欠場下さい。

　＊試合当日受付時に問診票を選手・引率者ともに提出をお願いします。会場内ではフェイスシールドを装着下さい。

　＊選手は試合の前後に手の消毒をお願いします。試合終了後の握手はご遠慮下さい。

　＊セコンドはつけませんが、小学低学年までの付き添いは認めます。

　＊審判、選手への暴言、審判へのクレームは今後の出場をお断りいたします。

　＊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。

　＊一度受けた申込書並びに参加費はお返しできません。

　＊防具は全て持参ください。コロナ禍につき貸し出しはいたしません。

　＊フルコンタクトカラテジュニア上級はJKJO指定サポータの使用を義務といたします。

　＊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。）

　＊試合会場内の飲食は厳禁します。（水分の補給のみOKです）

　＊ウオームアップは、柔道場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。

　＊選手にはゼリー飲料を配布します。昼食は施設外にてお願いします。

　＊ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

　＊駐車場は役員のみです。駐車券の無い車輌は駐車できません。施設提携有料駐車場をご案内いたします。

　＊申込書は道場ごとにまとめてお申し込みください。

　＊前日計量を実施いたします。１７時～１９時下記K-WORLD3Fリングルームにて行います。

⑬大会事務局 〒０６５－００１１

　 　札幌市東区北１１条東５丁目１－１２　K-WORLD内

　チャレンジカラテトーナメント実行委員会

　TEL０１１－７１２－１１１０FAX０１１－７１２－１１２０

　E-mail：info@k-world.jp 　担当：宮地・松山



■部門および種目
【ジュニア】
＜フルコンタクトカラテ部門＞
・上級者クラス（全日本カラテランキング指定）
1 幼年男子上級 14 小学５年女子上級35kg未満 27 中学１年男子42Kg未満

2 幼年女子上級 15 小学５年女子上級35kg以上 28 中学１年男子52Kg未満

3 小学１年女子上級 16 小学５年男子上級35kg未満 29 中学１年男子52Kg以上

4 小学１年男子上級 17 小学５年男子上級35kg以上 30 中学２～３年男子47kg未満

5 小学２年女子上級 18 小学６年女子上級40kg未満 31 中学２～３年男子57kg未満

6 小学２年男子上級 19 小学６年女子上級40kg以上 32 中学２～３年男子57kg以上

7 小学３年女子上級 20 小学６年男子上級40kg未満 33 高校女子48kg未満

8 小学３年男子上級27Kg未満 21 小学６年男子上級40kg以上 34 高校女子55kg未満

9 小学３年男子上級27Kg以上 22 中学１年女子43kg未満 35 高校女子55kg以上

10 小学４年女子上級30kg未満 23 中学１年女子43kg以上 36 高校男子60kg未満

11 小学４年女子上級30kg以上 24 中学２～３年女子43kg未満 37 高校男子70kg未満

12 小学４年男子上級30kg未満 25 中学２～３年女子50kg未満 38 高校男子70kg以上

13 小学４年男子上級30kg以上 26 中学２～３年女子50kg以上

・初級・中級クラス
39 幼児男女混合初級 46 小学４年男子中級 53 小学３～４年女子初級

40 小学１年男子中級 47 小学４年男子初級 54 小学５～６年女子初級

41 小学１年男子初級 48 小学５年男子中級 55 中学女子初級

42 小学２年男子中級 49 小学５年男子初級 56 中学男子初級55kg未満

43 小学２年男子初級 50 小学６年男子中級 57 中学男子初級55kg以上

44 小学３年男子中級 51 小学６年男子初級

45 小学３年男子初級 52 小学１～２年女子初級

＜硬式空手部門＞

58 小学１～２年男女混合 60 小学５～６年男子 62 中学男子

59 小学３～４年男女混合 61 小学５～６年女子 63 中学女子

【 一般 】
＜硬式空手部門＞ ＜フルコンタクトカラテ部門＞
64 マスターズの部（35才以上） 67 マスターズ軽量級（70kg未満） 71 一般女子軽量級（55kg未満）

65 一般女子の部（高校生以上） 68 マスターズ重量級（70kg以上） 72 一般女子無差別

66 一般男子無差別（胴あり） 69 一般初級の部軽量級（70kg未満） 73 一般上級軽・中量級（70kg未満）

70 一般初級の部重量級（70kg以上） 74 一般上級無差別

茶帯以上は上級に出場のこと

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。

マスターズは満35才以上 一般女子・男子は高校生以上が出場できます。

　★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全道大会規模入賞者。

　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）

　初級は大会入賞歴なし、初心者と区分して下さい。（６級以上は中級へ）



＊ 競 技 規 定

１．ＪＫＪＯ公式ルールを適用するが、一般男子上級も試合時間は全試合２分間とする。

　　また、男女一般上級選手はマスクを着用する。延長は1回のみとする。

　　一般初級・マスターズは本戦マスト方式とし、延長戦は行わない。

　　また、マスターズもナックルグローブおよびJKJOヘッドプロテクターを着用する。

　　ジュニアについては本戦マスト方式とし、延長戦は行わない。

１．防具 スーパーセーフ面又はK－プロテクターの他メンホーなど安全なものであれば可

胴防具も硬質のものでなければ可。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）貸し出しはいたしません。

（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）延長戦は行わない。

両者ポイントが同じ場合はマスト方式とする。

３．1本 的確な打撃によるダウンまたは5ポイント1本先取。

（ただし、小学生は3ポイント制）

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。

相打ち・瞬時の返し技については双方にポイントを与える。また、足払いからの

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。

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。

の攻撃、両手で掴んでの膝蹴り（首ずもう禁止）、度重なる場外。

６．減点 選手が規則に反したときはポイントを減ずる。

反則を行なった時、注意を与え、注意２回で減点１、減点２で失格となる。

７．その他 試合はトーナメントとする。バックハンド、片手で掴んでの膝蹴りを認める。

フルコンタクトカラテ部門

硬式空手部門



　　第23回チャレンジカラテトーナメント出場申込書
　　　　大会実行委員会事務局           令和3年7月18日（日）　道立総合体育センター　北海きたえ～る　サブアリーナ　にて開催

　　　　宮地　政樹　　殿

　　　　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　　　　2021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 　 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日 年令 歳 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

※パンフレットには、道場名が記載されます。フリー出場はできません。

種目番号

　□
全日本ランキングに
参加しません

過去の大会
　入賞歴

既応歴　 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

フルコンタクトカラテＪｒ上級クラスは全日本フルコンタクトＪｒランキングに
参加できますが参加を希望されない場合は右記にチェックを入れてください

　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。

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。

令和3年6月12日（土）　大会実行委員会事務局必着

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

 　出場種目　　 硬式空手 　・ 　フルコンタクト

出場種目



新型コロナウィルス感染症に関する問診票（選手用）

大会を安全に開催するための問診となります。
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ためにご理解、ご協力をお願いいたします。

確認項目 付き添い 選手 

1. 本日の体温  (37.5 度以上の発熱は入場不可となります。) ℃ ℃

2. 呼吸困難、倦怠感、高熱などの症状がありますか？ はい いいえ はい いいえ 

3. 咳、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 

4. 家族の方で2週間以内に新型コロナウィルスに
感染された方がいますか？

 はい いいえ はい いいえ 

5. 2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？ はい いいえ はい いいえ 

6. 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 

7. 65 才以上ですか？ はい いいえ  

大会実行委員会 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していることを理解し、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。

年 月 日

名前（当日会場に入場される方）

（選手）

（保護者） ㊞

住所

電話番号

※大会当日必ずご提出ください。
※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。



新型コロナウィルス感染症に関する問診票
（代表者・審判・スタッフ用）

大会を安全に開催するための問診となります。
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ためにご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 本日の体温  (37.5 度以上の発熱は入場不可となります。) ℃ 

2. 呼吸困難、倦怠感、高熱などの症状がありますか？ はい いいえ 

3. 咳、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 

6. 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 

7. 65 才以上ですか？ はい いいえ 

大会実行委員会 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していることを理解し、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。

年 月 日

名前 ㊞

住所

電話番号

大会当日必ずご提出ください。

4. 家族の方で2週間以内に新型コロナウィルスに
感染された方がいますか？

5. 2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？


