
　謹啓　皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

　平素より、当会へ格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、本年も令和４年１２月２５日（日）堺市原池公園体育館におきまして

　第１9回　聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会を開催する運びとなりました。

　大会申込書を送付いたしますので、ご検討の上、多数の御参加をお願い

　申し上げますと共に今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

謹　白

令和４年９月吉日

日本空手道連盟　聖心會

会　　長　　京 口 典 史

　　　開催日　令和４年　１２月２５日（日）

　　　会　場　堺市原池公園体育館（メインアリーナ）

第19 回

聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会

開催のご案内

～　全日本ランキングポイント大会（上級/初級）　～

～第11回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～



第 19 回 

聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会 

上級・初級クラス【 2022年度全日本ランキング指定大会 】  

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 4年 12月 25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    堺市原池公園体育館 大阪府堺市中区八田寺町 320  ℡072-278-1004 

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 

・年少・年中の部・年長の部（男女混合） 

・小学生男女別 …1 年～6年各学年別 

 ●初級クラス … 上級クラス入賞者・全国大会権利獲得者・黒帯・初級ランキングチャンピオンは出場不可 

・幼児男女混合 

            ・小学生男女別 … 小学 1年～６年各学年別 

・中学生男子 ・ 中学生女子   

 ●上級クラス（全日本ランキング指定・チャンピオンカップ選抜） 

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 

  ※初級・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。 

☆初心クラスは、規定人数に達しない場合は（男女統合の場合がありますご了承下さい） 

☆㎏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  （初心クラス）       JKC個人会員登録選手  5,000 円 

JKC 個人会員未登録選手 6,000円                    

        （初級・上級クラス）    JKC個人会員登録選手  6,000 円 

JKC 個人会員未登録選手 7,000円  

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 4年 11月 7日（月） 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 



 

第 19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。 



・ 本大会中における新型コロナウイルス感染につきましては、主催者側にその責任を一切を問いません。

選手氏名 保護者氏名

（〒　　　　　　-　　　　　　　）

（〒　　　　　　-　　　　　　　）

電話番号 - -

1 幼児男女混合の部 5 小学４年　男子の部 9 小学１年　女子の部 13 小学５年　女子の部

2 小学１年　男子の部 6 小学５年　男子の部 10 小学２年　女子の部 14 小学６年　女子の部

3 小学２年　男子の部 7 小学６年　男子の部 11 小学３年　女子の部 15 中学女子の部

4 小学３年　男子の部 8 中学男子の部 12 小学４年　女子の部

16 幼児　男子の部 26 小学６年　男子40㎏以上の部 36 幼児　女子の部 46 中学1年女子　43㎏未満の部

17 小学１年　男子の部 27 中学1年男子　42㎏未満の部 37 小学１年　女子の部 47 中学1年女子　43㎏以上の部

18 小学２年　男子の部 28 中学1年男子　52㎏未満の部 38 小学２年　女子の部 48 中学2～3年女子　43ｋｇ未満の部

19 小学３年　男子27㎏未満の部 29 中学1年男子　52㎏以上の部 39 49 中学2～3年女子　50ｋｇ未満の部

20 小学３年　男子27㎏以上の部　　 30 中学2～3年男子　47㎏未満の部 40 小学４年　女子30㎏未満の部 50 中学2～3年女子　50ｋｇ以上の部

21 小学４年　男子30㎏未満の部 31 中学2～3年男子　57㎏未満の部 41 小学４年　女子30㎏以上の部 51 高校女子　48㎏未満の部

22 小学４年　男子30㎏以上の部 32 中学2～3年男子　57㎏以上の部 42 小学５年　女子35㎏未満の部 52 高校女子　55㎏未満の部

23 小学５年　男子35㎏未満の部 33 高校男子　60㎏未満の部 43 小学５年　女子35㎏以上の部 53 高校女子　55㎏以上の部

24 小学５年　男子35㎏以上の部 34 高校男子　70㎏未満の部 44 小学６年　女子40㎏未満の部

25 小学６年　男子40㎏未満の部 35 高校男子　70㎏以上の部 45 小学６年　女子40㎏以上の部

電話番号 　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

FAX番号 　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

生年月日 平成・令和　　　　年　　　月　　　日　       　　歳

学年/性別
幼（年少・中・長）　小・中・高　　　　年

男　・　女

所属団体名 代表者名

所属団体
住所

電話番号

初級クラス（出場クラスを○で囲んでください。）

フリガナ

選手名

・ 試合中，負傷または事故を負った場合，傷害保険の適用範囲内とし，その後一切異議申し立ていたしません。

㊞

（選手が未成年の場合、保護者印が必要）

ふりがな ふりがな

全日本ランキングに
参加しません

参加を希望されない場合は

必ず☑を入れてください→
ＪＫＣ個人

会員登録ID (JKC個人会員登録していない選手は空欄)

第19回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会
～２０２２年度全日本ランキング指定大会・チャンピオンカップ選抜大会～

上級・初級クラス参加申込書※チャンピオンカップ選抜は上級のみとなります

大会会長　殿
・ 私儀，本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。

小学３年　女子の部
（体重制限なし）

過去２年以内の入賞歴(入賞歴がある選手は必ず記入してください。トーナメントを組むときに参考にいたします。)

選手住所

級段位
　　　級/　　　段

　　　　　　　　　帯
空手歴

年　　　ヶ月

身長
㎝

体重
㎏

上級クラス（出場クラスを○で囲んでください。）

※初級クラスには、黒帯、各大会上級クラスで入賞経験のある選手、JKJO全日本ジュニアを始めとした全日本大会等で代表権を取得したこと
のある選手、初級ランキングにてチャンピオンになった選手はエントリーできません

※○○kg 未満クラスは当日受付で計量を行います。上下空手衣（上はＴシャツでも可）で計量してください。500g までは考慮いたします。各クラスの基準を僅かでも超え
ている場合は失格となります。減点出場はできません。申請体重は虚偽のないよう正確に記入してください｡



大会主催者　殿

・私儀、本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。

・試合中、負傷または事故を負った場合、傷害保険の適用範囲内とし、その後一切異議申し立ていたしません。

・本大会中における新型コロナウイルス感染につきましては、主催者側にその責任を一切を問いません。

令和    年　　月　　日　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　 ㊞

55 59 63 67 小学５年女子

56 60 64 68 小学６年女子

57 61 65

58 62 66

注意：　誤記、記入間違いは、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４年　１１．7（月）必着

小学４年女子小学６年男子

　初心クラス　　（出場クラスを○で囲んで下さい）

初心クラスには、基本修行年数１年未満（週１回の練習）、試合経験がない、又は試合経験３回位で未勝利者

　　　　　　　　修行年数が１年未満（週３～４回稽古）でも初心レベル以上の選手は出場出来ません。

小学１年女子

小学２年女子

小学３年女子

住　　所

　〒　　　-

級/修行年数 級 年　ヶ月 身　長・体　重 ｃｍ・　　　　㎏

ふりがな
男
　
女

生年月日 西暦　　　   　　　　　　 年　　　 月　　　 日　　　  　　歳

選手氏名 連絡先℡ (　　　　)　　　　　　-

 代　表　者　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 事務局所在地

　〒　　　　-　　　　　TEL（　　　）　　　　-　　　　　　FAX（　　　）　　　　-　　　

第19回聖心會ジュニアチャレンジカップ選手権大会

所属流会派・道場名
ふりがな

　

初心クラス出場申込書　

JKC個人会員登録ID
（JKC個人会員登録していない選手は空欄）

年少・年中（男女混合）

年長（男女混合）

小学１年男子

小学２年男子

小学３年男子

小学４年男子

小学５年男子



第１９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

◎　初心・JKC会員　5,000円　　　　名　　　　　　円　・JKC非会員　6,000円　　　　名　　　　　　　円　

◎　初級・JKC会員　6,000円　　　　名　　　　　　円　・JKC非会員　7,000円　　　　名　　　　　　　円　

◎　上級・JKC会員　6,000円　　　　名　　　　　　円　・JKC非会員　7,000円　　　　名　　　　　　　円　

初心・初級・上級

初心・初級・上級

参加費合計　　　　　　　　　円

　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

参加選手リスト

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・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・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

初心・初級・上級

　㎏ 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・上級

　㎏ 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

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

初心・初級・上級

※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。

 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

　㎏ 未満・以上




