
【出場料】 【型】 型のみ・・・全クラス6000円

【組手】 幼年～高校生・・・組手のみの場合6000円

　 一般・壮年　・・・組手のみの場合7000円

型のみ 組手のみ 型と組手 型のみ 組手のみ 型と組手

6000円 6000円 9000円 6000円 7000円 10000円

【申込先】

【主　催】極真空手中山道場
【日　時】2022年３月２０日　（日）  8:30開場

【会　場】善通寺市民体育館（メインアリーナ）

第1６回オープントーナメント
2022西日本極真空手道選手権大会 こんぴら杯

この大会でのジュニアクラス上位入賞者には　Jr.KARATE　REAL　CHAMPIONSHIPS

「2022リアルチャンピオンシップ」の出場権が与えられます。

【団体にて受付】道場代表の方へまとめてお渡しいたします。8：45～10：30
【型】8：30～9：00受付、9:30型試合開始

【組手】11:00組手試合開始予定

【型試合表彰式】11:00組手試合開始予定

【種　目】　【型競技】　　（トーナメント方式）

　　　　　　【組手競技】　フルコンタクト空手ルール（トーナメント方式）

壮年・一般

極真空手中山道場　　代表　中山敏之

TEL：0877-79-0892

※スポーツ保険など保険へは各自でご加入ください

※＊大会出場者名確認は2月末頃ホームページ上にてご確認ください

【中山道場HP】http://kyokushin-nakayama.com

香川県仲多度郡まんのう町吉野2484-6

〒766-0023

【申込締切】　　　２０２２年１月31日（月）厳守

（来場者の方は皆さま来場前に各自で検温、手指の消毒、また館内では必ずマスクの着用をお願いします）

幼年・小学・中学・高校生

【型＋組手の両方】

（出場者数が4名を満たない場合は予告なくクラスを統合する場合があります。）

閉会式は行いません。コロナ状況や出場人数によって集合時間が変わる場合があります。

随時ホームページにて連絡いたしますのでご確認ください

＊   一旦納入された参加料は理由の如何にかかわらず返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。

＊コロナウイルス感染状況によっては時間が変わる場合があります

　　　　　香川県善通寺市金蔵寺町398-6　TEL0877-62-7400

【後　援】琴平町教育委員会

【協　力】WKO世界組手連盟、格闘技空手拳法連盟、NPO法人新日本総合空手道連合会、武神

　　　　　JFKO全日本フルコンタクト空手道連盟、西日本空手道連盟、リアルチャンピオンシップ実行委員会



本戦 延長 拳サポ スネサポ ひざサポ ファール チェスト ヘッド

マストシステム カップ ガード ガード

1分 1分 必要 必要 自由 男子必要 自由 必要：面有

1分30秒 1分 必要 必要 自由 男子必要 自由 必要：面有

1分30秒 1分 必要 必要 自由 男子必要 自由 必要：面有

1分30秒 1分 必要 必要 自由 男子必要 自由 必要：面有

1分30秒 1分 必要 必要 自由 × 必要 必要

1分30秒 1分 必要 必要 自由 必要 × 必要

2分 2分 必要 必要 自由 必要 × 必要

2分 2分 × × × 必要 × ×

布製 布製 布製 布制胸のみ 少年は面有

（２）     勝敗・反則技

勝敗

・1本勝ち。技あり（2回で1本勝ち）。判定勝ち。反則や失格などによる判定負け。

反則技

・万一何かの理由で当日欠席（参加不可能）になった場合は必ず大会事務局まで連絡ください

・頭突き・手・肘による顔面への攻撃。

・金的攻撃。ダウンした相手への攻撃。背後からの攻撃。

・全クラス掴み無し。

②衛生面からも、なるべくご自身のヘッドガードをご利用していただきたいのですが、万が一お持ちでない方へ

は試合中は主催者側で用意した物をご利用して頂けます（貸出の場合マスク着用後は各自で消毒してください）

  注意・減点・失格となる場合があります。マスク着用をしていただけない場合は失格退場いただきます

（４）　セコンド 　（必ずマスクを着用してください。）

・試合時、セコンド席へは（先生・保護者）の計２名までがコートサイドに入場いただけます。

・道場代表の先生方には大会中は１Fアリーナに来賓席をご用意しております

・試合の呼出をさせれコートに選手がその場にいない場合は不戦となり相手選手の勝利となります。

・学生の毛染め・ピアス等大会の趣旨にそぐわない服装や態度をした場合は出場をお断りいたします。

観戦は２Fアリーナより座席の間隔を取りマスク着用で静かにお願いします。ゴミは必ずお持ち帰りください。

（５）　会場入場の注意事項 

入場者全員マスク着用。自宅出発時に検温。体調に少しでも不安がある方は入場はご遠慮ください

・セコンド（応援者）が相手選手を中傷するような掛け声、ヤジなどを飛ばした場合で悪質な場合は自分側の選手が

壮年

一般初級

中学生

注意事項

・反則には悪質なものをのぞいて注意1が与えられ、注意2で減点1、減点2で失格となります。

　（減点1（注意2）の場合は技あり以上を取らないと負けになります）悪質な反則は失格の場合もあります

（３）     注意事項

備考：防具は各自で用意してください

シールドは口元をカバーして飛沫防止対策をしていればOKです。なければマスクを着用してください。

①幼年、少年、中高生は面付きヘッドガードを着用ください。

一般上級

高校生

女子

《大会組手ルール》

（１）試合時間・サポーター

幼年

小学生



私議、本大会のルールに従って、正々堂々と技を競う合うことを誓います。

万一、大会開催中に負傷及び事故などが生じても主催者に対し一切責任を問いません。

20　　年 月 日

出場者氏名 印 保護者氏名（未成年） 印

ふりがな 保幼稚園 小学生 中学・高校

氏名 学年
年生

生年月日 年 月 日生まれ 男・女 年齢 歳

電話番号

所属支部

道場名

代表者 代表者 〒

氏名 住所

段・級位 段 級 修業年数 年 ヶ月 身長 ㎝ 体重 ㎏

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 32

クラス番号（1～32） 出場クラス名

一般上級（4級以上）軽量級（－75㎏）

↑出場クラス名を大きく○で囲み↓にも必ず記入してください　※申込締切日　2022年1月31日（月）必着

小学5年生男子上級（4級以上）

小学5年生男子初級（無級～5級）

一般上級（4級以上）重量級（＋75㎏）

組手
第16回オープントーナメント 2021西日本極真空手道選手権大会

こんぴら杯　組手　出場申込書

日時：2022年3月2０日（日）

会場：善通寺市民体育館（メインアリーナ）

現住所

大会成績

流派名

小学6年生男子上級（4級以上）

小学6年生女子

小学6年生男子初級（無級～5級）

幼年年少

幼年年中

幼年年長

小学1年生男子

連絡先（　　　）　　ー

小学5年生女子

中学生男子初級（無級～5級）

中学生男子上級（4級以上）

中学生女子

高校生男子初級（無級～5級）

高校生男子上級（4級以上）

女子（高校生以上）

壮年（35歳以上）初級（無級～5級）

小学4年生女子 一般初級（無級～5級）重量級（＋75㎏）

壮年（35歳以上）上級（4級以上）

一般初級（無級～5級）軽量級（－75㎏）

小学3年生男子上級（4級以上）

小学3年生女子

小学4年生男子初級（無級～5級）

小学4年生男子上級（4級以上）

小学1年生女子

小学2年生男子初級（無級～5級）

小学2年生男子上級（4級以上）

小学2年生女子

小学3年生男子初級（無級～5級）



私議、本大会のルールに従って、正々堂々と技を競う合うことを誓います。

万一、大会開催中に負傷及び事故などが生じても主催者に対し一切責任を問いません。

20　　年 月 日

出場者氏名 印 保護者氏名（未成年） 印

ふりがな 保幼稚園 小学生 中学・高校

氏名 学年
年生

生年月日 年 月 日生まれ 男・女 年齢 歳

電話番号

所属支部

道場名

代表者 代表者
〒

氏名 住所

段・級位 段 級 修業年数 年 ヶ月 身長 ㎝ 体重 ㎏

① 幼年・年少（初級）

② 幼年・年中（初級）

③ 幼年・年長（初級）

④ 小学１・2年生（初級） ⑨ 小学１・2年生（上級） 平安1

⑤ 小学３・4年生（初級） ⑩ 小学３・4年生（上級） 平安2

⑥ 小学５・6年生（初級） ⑪ 小学５・6年生（上級） 平安5

⑦ 中学・高校生（初級） ⑫ 中学・高校生（上級）

⑧ 一般（初級） ⑬ 一般（上級）

⑭ 一般有段

【出場クラス記載ください】

型
第1６回オープントーナメント　2021西日本極真空手道選手権大会

こんぴら杯　型　出場申込書

日時：2022年3月20日（日）

会場：善通寺市民体育館（メインアリーナ）

連絡先（　　　）　　ー

初級（無級～5級まで） 上級（4級～1級）・有段

現住所

大会成績

流派名

太極1

平安1

平安2
撃砕小

出場クラス名を大きく○で囲んでください

クラス番号 出場クラス名

　　※申込締切日　2022年1月31日（月）必着
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