
第 18 回 

聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会 

上級クラス【 全日本ランキングポイント大会 】  

上級クラス【 日本武道振興会杯チャンピオンカップ決勝大会出場権取得大会 】  

大 会 要 項 

１． 主  催    日本空手道連盟 聖心會  

２． 主  旨    武道を通じて青少年の健全な育成 

３． 開催日時    令和 3年 12月 26日（日）（密集を避ける為開会式・閉会式は行いません。）      

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送らせていただきます。 

※密集を避けるため 2部制・3部制での実施を予定しています。 

４． 開催場所    堺市立大浜体育館 大阪府堺市堺区大浜北町 5丁 7番 1号  ℡072-225-4421 

５． 後  援    NPO 法人 新日本総合空手道連合会 武神・日本武道振興会 

６． 出場種目   ●初心クラス … 修行年数１年未満で初めての試合・大会経験者で未勝利の選手 

幼年～小学３年（男女混合）…年少・年中の部・年長の部・小学１年～３年 

小学生男女別  …  ４年～６年各学年別 

 ●初級クラス … 大会出場の経験が少ない選手・初心クラス入賞者（初級クラス大会入賞者は出場不可） 

幼年～小学３年（男女混合）…年少・年中の部・年長の部・小学１年～３年 

            小学生男女別 …   ４年～６年各学年別 

中学生男子 ・ 中学生女子   

 ●中級クラス … 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（例：ＪＫＪＯ全国大会） 

幼年～小学３年（男女混合）…年少・年中の部・年長の部・小学１年～３年 

小学生男女別 …   ４年～６年各学年別 

注意：初心・初級・中級クラスは、全日本ランキングポイント・チャンピオンカップ出場権取得ではありません 

 ●上級クラス（全日本ランキングポイント・チャンピオンカップ出場権取得） 

幼年男女別  … 幼年の部・小学生男女別 …１年～6年各学年・体重別（ＪＫＪＯカテゴリーに準ずる） 

中学生男子  … １年男子 ・２～３年男子（ＪＫＪＯカテゴリーに準ずる） 

中学生女子   … １年女子 ・２～３年女子（ＪＫＪＯカテゴリーに準ずる） 

高校生男子  … 60㎏未満・70㎏未満・70㎏以上  高校生女子 … 48㎏未満・55㎏未満・55㎏以上 

  ※上級クラス 出場者には成績に応じて全日本ランキングポイントが付与されます。 

個人登録制度の廃止に伴い、どなたでも全日本ランキングに参加可能となりました。 

☆初心・初級クラス・中級クラスは、規定人数に達しない場合は（男女統合の場合があります。） 

☆㎏未満クラスへ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。 

７．参加費  6,000円 （大会パンフレット）昼食は、各自ご用意下さい。傷害保険は、各自で加入お願いします。 

８．申込先  申込書に記入捺印の上、参加費と同封のうえ現金書留にて道場毎に纏めて、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。又。天災・行政の規制等でやむをえない 

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。                               

594-0062 大阪府和泉市寺田町 2-７-58 聖心會チャレンジカップ 事務局 京口宛 ℡ 090-1025-4604 

９．申込締切    令和 3年 11月 5日（金） 事務局必着 

10. 試合形式   フルコンタクト（ＪＫＪＯ）ルールに準ずる※今年のみ本戦マストシステムとする。 



 

第 18回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会（ＪＫＪＯルールに準ずる） 

《試合時間》 

○ 本戦～決勝戦   ( 全クラス ) 幼年～中学生 1分 30秒⇒マストシステム 

上級クラス高校生男女２分⇒マストシステム 

《判定規定》 

(一本勝ち)  

◌ 反則箇所を除いて突き、蹴りで相手にダメージを与え組み手動作に入れない場合 

◌ ダメージにより 3秒以上戦意喪失した場合 

(技有り) 

◌ 反則箇所を除いて突き、蹴りで相手にダメージにより一時的に動きが止まった場合及び戦意喪失した場合 

◌ ノーガードで相手選手の上段に蹴りがヒットした場合 

◌ 前蹴り。下段蹴りで相手選手を完全に宙に浮かせ転倒させた場合、下段突きがない場合でも技あり 

◌ 下段蹴りなどで、相手選手が足を引きずる様な場合 

(反 則) 

◌ 投げ・掴み・押し・頭突き・金的蹴り 

◌ 手・肘・膝による首より上の攻撃 

◌ 背後、または倒れている者への直接攻撃        

    ◌ 故意に場外に出る事、故意に倒れ、相手に攻撃させない事。かけ逃げ等 

◌ 上段膝蹴り（中学生上級は有効） 

(失 格) 

◌ 注意 4が与えられた場合 

◌ 試合時間に遅れた場合 

◌ 審判員の指示に従わない場合  

◌ 規定体重を超えていた場合    

 ◌ 反則により相手選手が続行不可能となった場合 

  《判定優先順位》 

一本（失格）＞ 技あり ＞ ダメージ ＞ 有効打 ＞ 攻撃数 ＞ 積極性 

《判定基準図解》 

                   技あり１   技あり２（一本） 

         注意１  注意２   注意３      注意４（失格） 

《注意事項》 

◌上級クラスはＪＫＪＯ指定防具となりますのでそれ以外の防具では出場できませんので各自ご用意下さい。 

◌ヘッドガード（前面金網付）・フェイスシールド・赤紐は各自でご用意下さい。  

◌（布製）拳サポーター・レッグサポーター、膝サポーター（上級クラス３年生以上は着用義務）ファールカップ 

◌男子選手インナーＴシャツ、インナーサポーターは禁止、ファールカップは（中に着用）各クラス共通 

◌女子選手のインナーＴシャツは白色のみ着用可また、チェストガードは、上級クラス小学 3年生以上は着用義務 

でＴシャツの中に着用とします。（腹部まであるタイプ及び硬質製は不可）各クラス共通 

※初心・初級・中級クラス参加選手の拳サポーター・脛サポーターにつきまして、黒色の物での参加不可となります

ので白色の物を準備して下さい。 

※選手は試合の際、必ずＪＫＪＯ推奨のフェイスシールドを使用して下さい。 



大会主催者　殿

私儀、下記の通り相違なくまた、本大会のルールに従って正々堂々と競技することをここに誓います。
万一試合中に発生した事故、負傷等については、主催者側等に対して責任の所存を問うものでなく
自己の責任において対処しすることを併せて誓います。

令和    年　　月　　日　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　 ㊞

個人登録制度の廃止に伴い、上級クラスに出場する全ての選手が

全日本ランキングに参加可能となりますが、参加を希望されない場合は、 全日本ランキングに参加しません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右記にチェック☑を入れてください。

第18回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会

開催日　　令和3年12月26日（日）
場　所　　堺市立大浜体育館（大アリーナ）

所属流会派・道場名
ふりがな

 代　表　者　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 事務局所在地
　〒　　　　-　　　　　TEL（　　　）　　　　-　　　　　　FAX（　　　）　　　　-　　　

ふりがな 男
　
女

生年月日 　平成　　    年　　　　 月　　　 　日　　　  　歳

選手氏名 連絡先℡ (　　　　　　)　　　　　　　　-

住　　所
　〒　　　-

級・段 / 修行年数 　　級 ・ 段 年　　ヶ月 身　長・体　重 ｃｍ・　　　　㎏

　（上級クラス）　　出場クラスを○で囲んで下さい

○ 幼年の部男子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 幼年の部女子

○ 小学１年　男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 小学１年　女子の部

○ 小学２年　男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 小学２年　女子の部

○ 小学３年　男子２７㎏未満の部　　２７㎏以上の部　　　　　　　○ 小学３年　女子の部

○ 小学４年　男子３０㎏未満の部　　３０㎏以上の部　　　　　　　○ 小学４年　女子３０㎏未満の部　３０㎏以上の部

主な出場試合の成績（１年以内）必ず記入お願いします。組合せの参考にします

○ 小学５年　男子３５㎏未満の部　　３５㎏以上の部　　　　　　　○ 小学５年　女子３５㎏未満の部　３５㎏以上の部

○ 小学６年　男子４０㎏未満の部　　４０㎏以上の部　　　　　　　○ 小学６年　女子４０㎏未満の部　４０㎏以上の部

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

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

○ 中学１年女子４３㎏未満　　○ 中学１年女子４３㎏以上 

○ 中学２～３年女子４３㎏未満　　○ 中学２～３年女子５０㎏未満 　 ○ 中学２～３年女子５０㎏ 以上 　

□

上級クラス　出場申込書（全日本ランキングポイント大会・チャンピオンカップ決勝大会出場権）

注意：　誤記、記入間違い、体重超過は、失格になる場合がありますので、再度確認の上申込みをお願いします。
　申込締切は、令和３年　１１．５（金）必着

○ 高校男子６０㎏未満　　　　○ 高校男子 ７０㎏未満　　　 ○ 高校男子 ７０㎏以上　　　　

○ 高校女子４８㎏未満 　 　  ○ 高校女子 ５５㎏未満  　　 ○ 高校女子 ５５㎏以上 



大会主催者　殿

私儀、下記の通り相違なくまた、本大会のルールに従って正々堂々と競技することをここに誓います。
万一試合中に発生した事故、負傷等については、主催者側等に対して責任の所存を問うものでなく
自己の責任において対処しすることを併せて誓います。

令和    年　　月　　日　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　 ㊞

注意：　誤記、記入間違い、体重超過は、失格になる場合がありますので、再度確認の上申込みをお願いします。

第18回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会

開催日　　令和3年12月26日（日）
場　所　　堺市立大浜体育館（大アリーナ）

所属流会派・道場名
ふりがな

 代　表　者　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 事務局所在地
　〒　　　　-　　　　　TEL（　　　）　　　　-　　　　　　FAX（　　　）　　　　-　　　

ふりがな
男
　
女

生年月日 　平成　　    年　　　 月　　　 日　　　  歳

選手氏名 連絡先℡ (　　　　)　　　　　　-

住　　所
　〒　　　-

段・級/修行年数 級・段 年　　ヶ月 身　長・体　重 ｃｍ・　　　　㎏

　（初心クラス）　　出場クラスを○で囲んで下さい

○ 年少・年中（男女混合）○ 年長（男女混合）○ 小学１年（男女混合）○ 小学２年（男女混合）○ 小学３年（男女混合）　

○ 小学４年　男子　　　　○ 小学５年　男子　○ 小学６年　男子　　　　　　　　　

○ 小学４年　女子　　    ○ 小学５年　女子　○ 小学６年　女子　　　　　

　（初級クラス）　　出場クラスを○で囲んで下さい

主な出場試合の成績（１年以内）組合せの参考にします

○ 小学４年　男子　　　　○ 小学５年　男子　○ 小学６年　男子　　　　　　

○ 小学４年　女子　　    ○ 小学５年　女子　○ 小学６年　女子　　　　　

○　中学男子　　　　　　　　　　 ○　中学女子

　（中級クラス）　　出場クラスを○で囲んで下さい

○ 幼年（男女混合）      ○ 小学１年（男女混合）○ 小学２年（男女混合）　○ 小学３年（男女混合）　　

○ 年少・年中（男女混合）○ 年長（男女混合）○ 小学１年（男女混合）○ 小学２年（男女混合）○ 小学３年（男女混合）　

初心クラス・初級クラス・中級クラス　出場申込書　

　申込締切は、令和３年　１１．５（金）必着

○ 小学４年　男子        ○ 小学５年　男子　    ○ 小学６年　男子　　　　　　　

○ 小学４年　女子　　    ○ 小学５年　女子　　  ○ 小学６年　女子　　　　　



第18回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会

性　別

1 男・女

2 男・女

3 男・女

4 男・女

5 男・女

6 男・女

7 男・女

8 男・女

9 男・女

10 男・女

11 男・女

12 男・女

13 男・女

14 男・女

15 男・女

16 男・女

17 男・女

18 男・女

19 男・女

20 男・女

※個人の申込用紙とは別に団体ごとに提出お願い致します。参加者１名でも提出下さい。

初心・初級　中級・上級

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

合計　　　　　名

体重別の場合記入

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

氏　　名

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

　㎏ 未満・以上

学　　年 出場クラス〇で囲む

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

参加費合計　　　　　　　　　円

　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

参加選手リスト

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

 幼・小・中・高　 　　年

初心・初級　中級・上級

初心・初級　中級・上級




