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IBKO 第10回 全日本空手道選手権大会・小中高生組手選抜

2018J-1朱鷺CUP空手道選手権大会　大会要項

主　　　催 ： 2018J-1朱鷺CUP大会実行委員会

大会日時 平成30年7月15日（日）　 選手集合　　8:30　     開会式  　9:00　　　

試合会場 ： 新潟市東総合スポーツセンター　　　新潟市東区はなみずき3-4-1　　　025-272-5150

参 加 費 ： 型部門 \ 6,000- 開会式終了次第開催予定

： 組手部門 \ 6,000- 型部門終了次第開始予定

Wエントリー
(型、組手両方）

\ 10,000-

大会賞 ： 各クラス賞状、メダルの授与となります。

申込先 〆切 ： 平成30年5月12日（土）大会事務局まで必着の事

試合形式 ： 全クラス　Ｉ.Ｎルール（インターナショナルルール）に基づく

① 型部門は5審制旗判定トーナメント方式

② 組手 （組手は従来のフルコンタクトルールと同様な試合です。I.Nルールを採用しています。）

③ ルールの詳細は別紙ルール表を御参照下さい。

選手資格 ※ 別紙階級一覧表を御参照下さい。4年生以上の上級クラスは体重別となります。

身長・体重は必ず正確に記載して下さい。記載の無い選手は最重量級へエントリーとなります。

※ 自由組手部門の小学生以上各上級準決勝戦進出者（４名）は、今年10月14日（日）開催のIBKO主催

第10回全日本大会の出場権を獲得する事となります。(既獲得者入賞による繰り上げ代表権はありません）

階級 ヘッドギア 拳サポ レッグガード ヒザサポーター ファールカップ 女子胸ガード

幼年／小学生 前網〇 〇 〇 3年生以上〇 〇 3年生以上〇

中学生 前網〇 〇 〇 〇 〇 〇

高校生 前網〇 〇 〇 〇 〇 〇

ヘッドギアは主催者が用意致します。それ以外の防具は各自規定防具をご用意ください。

全選手ファールカップ、アンダーガードはズボンの内側に着用してください。

※ 女子胸ガードは以下の物、又は同等の素材、形状のものを使用の事。

CG３２

L-711 TT-88

なお、女子胸ガードは小2以下は使用禁止となります。

※ ヒザサポーターは小3以上は着用義務付け。小2以下は任意となります。

※ テーピング類は大会ドクター（救護士）のチェックを受けたもののみ許可します。ハードテープの使用は不可。

その他 ◎ 参加のご父兄の服装につきましては、凡そ青少年大会に不相応な格好

（派手なアニマル柄やドクロを模した柄等）はお控え頂き、各道場指定のTシャツ

や無地のＴシャツ及びYシャツ等をご着用頂けます様、周知徹底の上、ご協力下さい。

◎ 大会の模様はBSN新潟放送にて１時間番組を放映致します。（放映日は後日HPにてお知らせします）

◎ 当日の選手昼食はありません。各自で御持参下さい。（会場に軽食販売ブースを設けます）

◎ 出場選手の参加人数によって階級を統合・廃止する場合があります。その際はご連絡致します。

各出場するクラスのカテゴリー・帯・級・入賞暦等、各先生方とご相談下さい。

大会事務局 ： 〒950-0054 新潟市東区秋葉1-2-50　TEL 025-270-5005　  FAX 025-278-7100

木村携帯 080-1070-4929 Eメール　info@shieijyuku.com

御不明な点がございましたら随時連絡下さい。

イサミ製

試合防具 ：

IBKO製

マーシャルワールド製

ディフェンス・チェスター



 2018J-1朱鷺CUP
階級一覧表

下記詳細をご確認の上、申込書にご記入下さい。

学　年

幼年

小1～小2

小3～小4

小5～小6

中学生男女別

年少、年中

年　 長

小1 初級　※1 ★女子上級　※2 ★男子上級　※2

小2 初級　※1 ★女子上級　※2 ★男子上級　※2

小3 初級　※1 ★女子上級　※2 ★男子上級　※2

★中1女子上級-47㎏ ★中1女子上級+47㎏

★中1男子上級-50kg　 ★中1男子上級+50kg　　

★中2、3男子上級-55kg　 ★中2、3男子上級+55kg　　

※1 過去に初級クラス（他流試合、内部大会含め、新人戦は除く）で優勝経験のある選手は上級クラスに出場して下さい。

※2 小1～小3上級クラスは参加人数に応じて男女合同クラスになる場合があります。

男女合同クラスになった場合も、全日本大会への選抜は男子4名、女子4名となります。

※3 小4以上の上級クラスは、体重別の階級制となります。よって必ず正確な体重をご記入下さい。

体重未記載の選手は最重量級へのエントリーとなりますので、ご了承ください。

※4 幼年全クラス並びに小学生初級クラスは男女合同です。

※5

◎ 上級クラスにエントリーされた方は、エントリー1名で試合が未成立の場合でもご返金は致しません。ご了承ください。

◎ 組手部門の小学生以上、各上級階級のみがIBKO全日本大会の代表選抜対象階級（★印がついています。）となります。

★女子上級-38kg

高校生男子

クラス一覧

太極１　（1クラス）

太極１

平安３

平安２

★男子上級-43kg

★男子上級+38kg

★女子上級+43kg

★男子上級+34kg

★男子上級-38kg

（１クラス）

中学初級は、大会経験（未出場・少経験）、帯級、入賞暦等を勘案し各団体代表者の方とご相談下さい。

初級　※5

初級　※5

★高1男子上級-60kg

★高2・3男子上級-65㎏

★高1男子上級+60kg

★高2・3男子上級+65㎏

小6

中学女子

撃砕大

初級

★女子上級-43kg

★男子上級-34kg

★男子上級+43kg

初級

太極３

★女子上級+38kg

中学男子

平安２ 最破

初級　※1 上級　　

★中2、3女子上級-52㎏ ★中2、3女子上級+52㎏

小4

小5

カテゴリー

初級

★女子上級-34kg ★女子上級+34kg

組手

型

平安１



 2018J-1朱鷺CUP大会参加申込書（型部門）
※組手部門にお申込の場合は組手申込書をご使用ください

注）大会出場に際し、各所属団体でのスポーツ保険加入が義務付けられます。

     万一負傷した場合は各所属団体で対処して下さい。

所属道場名

士衛塾選手は ㊞
支部名記入

フリガナ

選手名

〒
携帯電話

固定電話

修行年数 級　位  級／段

開催年月 階級 順位

開催年月 階級 順位

開催年月 階級 順位

（　　　）参加希望する （　　　）参加希望しない

※　参加人数により、細分化・統廃合する場合がございます。

※　勝敗は旗判定となります。判定基準は、型の完成度、技の正確性などで総合的に判断致します。

主催団体名・大会名

私儀、本大会のルール、規約に同意し、正々堂々と技を競い合うことを誓います。

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身並びに保護者が負い、

主催者に異議、苦情の申し立て、損害を与えない事を確認、誓約いたします。

保護者署名

男／女
　　生年月日

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日生（　　　才）

型部門

幼年　太極１ 小１～２　太極１

中学男子　最破 　

住　所
　　　　（　　　　　）

　　　　（　　　　　）

年

大会入賞歴

中学女子　最破 中学男子　平安２

※出場階級を必ずご記入下さい

出場する全ての方は以下のアンケートにお答えください。

出場クラスがワンマッチ（エントリー2名のみ）の場合

主催団体名・大会名

主催団体名・大会名

出場クラスに☑を付け、出場階級を記入欄に記入して下さい。（階級一覧表参照）

小１～２　平安１ 小３～４　太極３ 小３～４　平安３

修行年数と級位は組合せの参考に致しますので、必ずご記入下さい　⇒

提出する前に必ず学年、出場する部を確認して下さい。クラス間違えは失格となります。

出場階級記入

小５～６　平安２ 小５～６　撃砕大 中学女子　平安２

型



 2018J-1朱鷺CUP大会参加申込書（組手部門）
※型部門にお申込の場合は型申込書をご使用ください

注）大会出場に際し、各所属団体でのスポーツ保険加入が義務付けられます。

     万一負傷した場合は各所属団体で対処して下さい。

所属道場名

士衛塾選手は ㊞
支部名記入

フリガナ

選手名

〒
携帯電話

固定電話

身　長 cm 体　重 kg 修行年数 級　位 級／段

開催年月 階級 順位

開催年月 階級 順位

開催年月 階級 順位

（　　　）出場希望する （　　　）出場希望しない

（　　　）参加希望する （　　　）参加希望しない

中学女子初級 ★中1女子上級-47kg　　

★小５女子上級+38kg　　

小６初級

※　中学生男女初級クラスは大会未出場・大会少経験・帯・級・入賞暦等、各団体代表者の方とご相談下さい。

提出する前に必ず学年、出場するクラスを確認して下さい。クラス間違えは失格となります。

出場階級記入

小中高生上級に出場する方は以下のアンケートにお答えください。

IBKO第10回全日本大会（2018年10月14日）の出場権を獲得した場合

出場する全ての方は以下のアンケートにお答えください。

出場クラスがワンマッチ（エントリー2名のみ）の場合

※　参加人数により、細分化・統廃合する場合がございます。(特に小１～３年上級は参加人数に応じて男女合同級になる場合があります。）

※　上級クラスにエントリーされた方は、エントリー1名で試合が未成立の場合でも（代表選抜推薦がある為）ご返金は致しません。ご了承ください。

※出場階級を必ずご記入ください

★高2.3男子上級-65kg　　 ★高2.3男子上級+65kg　　★高1男子上級+60kg　　

※　４年生以上の上級クラスは、体重別の階級制となります。体重未記載の選手は最重量級へのエントリーとなりますので、必ずご記入ください。

★中1男子上級+50kg　　 ★中2.3男子上級-55kg　　 ★中2.3男子上級+55kg　　

★高1男子上級-60kg　　

小４初級 ★小４上級男子+34kg　　

中学男子初級

★小４女子上級-34kg　　

★小６男子上級+43kg　　★小６女子上級-43kg　　

★小５男子上級-38kg　　 ★小５男子上級+38kg　　

★小６男子上級-43kg　　

★中2.3女子上級-52kg　　

主催団体名・大会名

出場クラスに☑を付け、出場階級を記入欄に記入して下さい。（階級一覧表参照）

★中1女子上級+47kg　　 ★中2.3女子上級+52kg　　

★小４女子上級+34kg　　

小５初級 ★小５女子上級-38kg　　

★小３男子上級★小３女子上級

★小６女子上級+43kg　　

主催団体名・大会名

組手（組手は従来のフルコンタクトルールの組手。I.Nルールを採用しています。）

 年少、年中 年長初級  年長上級

 小１初級 ★小１男子上級

代表選抜対象階級は★印がついています。
★小２男子上級

小３初級

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日生（　　　才）

小２初級 ★小２女子上級

　　　　（　　　　　）

　　　　（　　　　　）

男／女

★小１女子上級

年

大会入賞歴

住　所

主催団体名・大会名

★小４男子上級-34kg　　

★中1男子上級-50kg　　

私儀、本大会のルール、規約に同意し、正々堂々と技を競い合うことを誓います。

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身並びに保護者が負い、

主催者に異議、苦情の申し立て、損害を与えない事を確認、誓約いたします。

保護者署名

　　生年月日

組手



別紙階級一覧表をご参照下さい



I.N.ジュニア空手大会試合規約及びルール　①

★ルールを一部改正し、突きの４連打以上も認める事となりましたが、頭付けや間合い詰めは厳しく取ります。



I.N.ジュニア空手大会試合規約及びルール　②

 

 技有り１ 技有り２

注意 減点１ 失格

【判定基準】 度重なる反則は相手選手の技有りとなる。
反則に対する判定は厳格に行なう為、反則行為を度重なり

行なう選手は留意が必要。

また、今までのルールでは軽いとされた蹴りも本ルールで

はノーガードで上段に入れば技有りとなり、より防御の技術

も求められる。

本ルールの目的　＝　反則を犯さずに技やスピードといった技術を最大限に重視し育成する事

減点２



新潟市東総合スポーツセンター
　新潟市東区はなみずき３４１
　０２５(２７２)５１５０

大会会場地図




