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国際空手道連盟  極真会館 
社団法人 世界総極真 兵庫県米山道場 

大会実行委員長 米山昇仁 
 

参加出場選手募集のご案内 

 

第２回オープントーナメント 世界総極真 近畿大会 

         （世界総極真チャンピオンシップ選考大会） 

 

第６回オープントーナメント 世界総極真 兵庫カップ 

                     (初級，中級クラス) 

 

 

拝啓、時下益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。平素は当道場に格別のご高配を賜り、

深く感謝し厚く御礼申しあげます。 
さて、本年度も【第２回 オープントーナメント世界総極真近畿大会】並びに 

【第６回 オープントーナメント極真兵庫カップ】を開催する運びとなりました。 
こうして大会を開催させて頂けますのも各関係各位の厚情の賜物と深く感謝申し上げます。 
皆様方のご支援、ご協力をお願いすると共に、多数ご参加賜りますよう、何卒宜しくお願

い申し上げます。 

 

 また、米山道場主催の大会は下記のとおり、冬と夏の年２回となっております。 
  １月  オープントーナメント世界総極真 播磨新人大会 
   ８月  オープントーナメント世界総極真 近畿大会(チャンピオンシップ選考大会) 

オープントーナメント世界総極真 兵庫カップ 



師範・代表者・責任者各位 

 

第２回オープントーナメント 世界総極真 近畿大会 

(第２回世界総極真チャンピオンシップ選考大会) 

 

第６回オープントーナメント 世界総極真 兵庫カップ 

(初級，中級クラス) 

 
 
開催日   平成 ２６年 ８月１7 日（日）入場無料 

午前９時    選手受付 
午前９時 30 分 開会式～試合開始 
午後 17 時   閉会式（予定） 

 
会 場   兵庫県立武道館 グローリー道場 〒670-0971 兵庫県姫路市西延末５０４ 

 
試合形式  国際空手道連盟ルールに準ずる 別紙参照 

 
申込方法  クラス 別紙参照     参加費 組手の部６０００円 
                       型の部 ６０００円 
                       ダブルエントリー ７０００円 

【申込後のキャンセル・欠場・棄権等、理由の如何に関わらず返金は致しません。】 
 

申込締切  平成 ２６年 ７月 １日 (火) 
※出場申込書と参加費を各団体、各道場一括にて 

下記住所まで現金書留にて送付お願いいたします。 
 

申込先   〒６７９－２３１５ 兵庫県神崎郡市川町西川辺１８５－２１ 
国際空手道連盟 極真会館 社団法人 世界総極真 兵庫県米山道場 大会事務局 

TEL０７９０－２６－３８１８ / FAX０７９０－２６－３８１８ 
携帯０９０－１０２９－７１３３ 

メールアドレス kyokushin-yone@mail.goo.ne.jp 

 
尚、確認でき次第、ご連絡頂いたメールアドレスに大会情報を送りますのでご確認いただき、大会当日は各団体

代表の方が受付して頂きます様お願いいたします。 
（受付をスムーズに行う為、ご協力宜しくお願いいたします。） 



試合規約 
◎勝者      一本勝ち・判定勝ち・相手の反則、失格により判定。 
◎一本勝ち    反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、 
         相手を３秒以上ダウンさせるか、戦意を喪失させた時。 

技あり２回で一本勝ちとする。 
 

◎技あり     反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、 
         相手を一時的にダウンもしくは戦意喪失させた時。 
         足掛け技・前蹴りがタイミングよく決まり、倒れた相手を下段突きで

決めた場合。 
 
◎判定      一本勝ち・失格がない場合は主審・副審のうち、 
         過半数の審判の判定で決める。 
         判定が決まらない場合は延長戦を行う。延長戦で決まらない場合は 
         体重判定を行い、それでも決まらない場合は再延長戦を行う。 
 
◎反則      手技による顔面への攻撃（蹴り技は有効） 
         金的蹴り・頭突き・倒れている相手への攻撃・背後からの攻撃 
         蹴りによる正面からの膝関節への攻撃 
         拳底押し、正拳押し、つかみ、投げ、手掛け、クリンチ 
         技の掛け逃げ（蹴ってすぐに倒れることを繰り返す） 
         何度も場外に逃げる、その他、審判が特に反則とみなした場合。 
         反則は悪質なものを除き注意が与えられる。 
         悪質な反則の場合、原点及び失格もありうる。 
         注意２回で減点となる。 
         初級、中級クラスの上段膝蹴り。 
 
◎失格      減点を２回重ねた時。 
         試合中、審判員の指示に従わない時。 
         試合開始に遅れる、出場しない時。 
         粗悪な振る舞いや悪質な試合態度とみなされた時。 
         応援態度が悪質とみなされた場合にも失格となりうることがある。 
         規定体重を超えている時、また申告体重を５ｋｇ以上超えている時。 
◎その他     判定に対する抗議は一切認めない。 
         頭髪の極端な染色・脱色ピアス等のアクセサリー着用は禁止する。



試合時間 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

※ 一般上級の準決勝以降は、本戦３分とします。 
 

防 具 

※ ○着用義務  ×着用不可  △着用自由（希望者のみ着用可） 
※ ヘッドギアは主催者側が用意します。それ以外は選手各自で用意してください。 
※ 拳サポーターは布製、皮製どちらでも可。オープンフィンガータイプを使用してください。 
※ 胸ガードは胸部のみガードするものとし、腹にかからないもの(プラスチック製は不可) 

     ※ 膝サポーターは各コートに貸出用を用意いたしております。 
     ※ 脛サポーターが膝までかかる場合は、膝サポーターは不要です。 

 
 

本戦 延長戦 体重判定 再延長 

幼年の部 １分３０秒   １分   １ｋｇ  １分判定 
小学生 
中学生 

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分判定 

  高校生女子 
 マスターズ 
一般女子シニア 

１分３０秒 １分 ５ｋｇ １分判定 

  高校生男子   
一般初級 中級 

２分 １分３０秒 ５ｋｇ １分判定 

 一般上級男子   
 一般上級女子   

２分 ２分 ５ｋｇ ２分判定 

 

各部 
ヘッドギア 脛サポーター 拳サポーター ファールカップ 膝サポーター 胸ガード 

女子のみ 

幼年 ○ ○ ○ ○(女子△) △ △ 
小学生 ○ ○ ○ ○(女子△) ○ △ 
中学生 ○ ○ ○ ○(女子△) ○ △ 
高校生 △ ○ ○ ○(女子△) ○ △ 

一般初･中級 
マスターズ 

△ ○ ○ ○ △ － 

一般上級 
女子 

× × × △ × △ 

一般上級 
男子 

× × × ○ × × 



大会の説明 
 

【型の部】 

 初級クラス→白帯・オレンジ帯・青帯 
 中級クラス→青帯・黄帯・緑帯 
 上級クラス→緑帯以上 

 
型大会は指定された型をして頂きます。 

 
 
 
 
 
 
 

【組手の部】 

（兵庫カップ） 

初級クラス→デビュー戦、あるいは経験年数、勝利経験が少ない選手。 
中級クラス→県大会、選手権大会などで三位までに入ったことのない選手。 

ジュニア全日本選手権大会に出場している選手の中級クラスへの 
エントリーは認めません 

 

（近畿大会） 

上級クラス→チャンピオンシップの選考大会 
 
 
※初級クラスの安全を考慮する為に、こちらからクラス変更のお願いをする場

合がございます。 
その場合は代表の方にご連絡をいたしますので御了承下さい。 

 

 1 回戦～ 準決勝 決勝 

初級クラス 平安Ⅰ 平安Ⅰ 平安Ⅰ 

中級クラス 平安Ⅲ 平安Ⅲ、撃砕大 平安Ⅲ、撃砕大

撃砕小 

上級クラス 平安Ⅴ 平安Ⅴ   

征遠鎮、十八 
平安Ⅴ、臥龍 

観空、五十四歩 



第２回 オープントーナメント世界総極真近畿大会 

第６回 オープントーナメント世界総極真兵庫カップ 
私は本大会ルール、大会規約に同意し、正々堂々と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、損害を与えないことを誓います。 ※(スポーツ保険は出場選手各自でご加入下さい) 
平成   年   月   日 

所属流派・道場・支部 出場カテゴリー番号 

番       番 

フリガナ 性別 

男 女 

生年月日 

昭和 平成   年   月   日(      年生) 選手名 
㊞   

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印下さい 
㊞   

 
身長        ㎝ 

 
体重         ㎏ 

住所 〒 
連絡先ＴＥＬ               

段・級位        段        級 空手歴      年   ヶ月 

過去の空手大会 入賞歴・代表者様から一言   チャンピオンシップの権利  持っている・持っていない 

 

出場するクラスカテゴリーに○をつけてください 
兵庫カップカテゴリー(初級・中級) 近畿大会カテゴリー(上級)【チャンピオンシップ選考大会】 

１ 幼年 年中 男女 

２ 幼年 年長 男女 

３ 小学１～６年男子 初級＿＿＿年生 

４ 小学１～６年女子 初級＿＿＿年生 

５ 小学１～６年男子 中級＿＿＿年生 

６ 小学１～６年女子 中級＿＿＿年生 

↓初級・中級どちらかに○をして下さい 

７ 中学１年男子    初級・中級 

８ 中学２･３年男子   初級・中級 

９ 中学１年女子    初級・中級 

１０ 中学２･３年女子   初級・中級  

１１ 高校 1年男子    初級・中級 

１２ 高校２･３年男子   初級・中級 

１３ 高校 1年女子    初級・中級 

１４ 高校２･３年女子   初級・中級 

１５ 一般 男子     初級・中級 

１６ 一般 女子     初級・中級 

１７ マスターズ(４１歳以上) 

４７ 一般 女子シニア(３６歳以上) 

１８ 幼年 年長 男女 

１９ 小学１～６年 女子＿＿＿年生 

２０ 中学１年生 女子(45 ㎏未満) 

２１ 中学１年生 女子(45 ㎏以上) 

２２ 中学２･３年生 女子(50 ㎏未満) 

２３ 中学２･３年生 女子(50 ㎏以上) 

２４ 高校１年生 女子(50 ㎏未満) 

２５ 高校１年生 女子(50 ㎏以上) 

２６ 高校２･３年生 女子(50 ㎏未満) 

２７ 高校２･３年生 女子(50 ㎏以上) 

２８ 一般 女子 上級 

 

２９ 小学１～６年 男子＿＿＿年生 

３０ 中学１年生 男子(50 ㎏未満) 

３１ 中学 1年生 男子(50 ㎏以上) 

３２ 中学２･３年生 男子(55 ㎏未満) 

３３ 中学２･３年生 男子(55 ㎏以上) 

３４ 高校 1年生 男子(60 ㎏未満) 

３５ 高校 1年生 男子(60 ㎏以上) 

３６ 高校２･３年生 男子(65kg未満) 

３７ 高校２･３年生 男子(65kg以上) 

３８ 一般 男子 上級（70㎏未満） 

３９ 一般 男子 上級（70㎏以上） 

４０ マスターズ 上級（41歳以上） 

近畿大会（型）カテゴリー 

４１ 幼年～小学生  型  初級    ４５ 幼年～小学生 型 上級 

４２ 中学生～一般  型  初級    ４６ 中学生～一般 型 上級 

４３ 幼年～小学生  型  中級 

４４ 中学生～一般  型  中級 

※７～１４については、体重差が大きい場合、体重別にカテゴリーを分けます。 
※世界総極真近畿大会【組手の部（高校生以下）】ベスト４はチャンピオンシップの出場権利が与えられます。 
※トーナメントは３名以上で成立し、兵庫カップは３位まで、近畿大会は４位まで表彰されます。 
※出場料は出場申込書を同封の上、各団体一括で現金書留にてお願いいたします。 
※申込後の出場料はいかなる場合があっても返金は致しません。 
※申込締切  平成２６年７月１日 (火) 必着でお願いいたします。 



平成２６年４月吉日 
師範・代表者・責任者 各位 

国際空手道連盟  極真会館 
社団法人 世界総極真 兵庫県米山道場 

大会実行委員長 米山 昇仁 
 

第２回オープントーナメント 世界総極真近畿大会 

第６回オープントーナメント 世界総極真兵庫カップ 

お弁当注文申し込みのご案内 

 
大会当日、各団体の代表者の方、審判団の方のお食事はご用意いたしておりますが、選

手、保護者の方々のお弁当はご用意いたしておりません。 
近くにコンビニエンスストアがございませんので、お弁当の注文を受け付けさせていただ

きます。 
下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてご返信をお願いいたします。 
 大変申し訳ございませんが、道場様ごと一括のご注文とさせて頂きますので、必要数を

取りまとめていただき、お申し込み下さい。 
 お支払いは、大会当日選手受付時に道場様ごと一括でお願いいたします。 
ご多忙中とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

＜注文申込書＞ 
 

道 場 名                                  

 ハンバーグエビフライ弁当￥500／個    注 文 数       個 

 
 
ご連絡先  ：  兵庫米山道場 大会事務局 

FAX 番号  0790-26-3818 
お申込み期限：  平成２６年８月１日（金） 

 



師範・代表者・責任者各位 

国際空手道連盟  極真会館 
世界総極真 兵庫県米山道場 

大会事務局 
 

 
 
今大会の情報をメールにてお送り致しますので、道場・団体のメールアドレスをお知らせ

頂きたく思います。 
 
お手数ですが、下記にメールアドレスをご記入の上、大会申込書と一緒に返送して下さい

ますよう宜しくお願い致します。 
 
既に、ご連絡頂いている方は結構です。 
 
トーナメントの情報などいち早くお知らせさせて頂けますので、御協力の程宜しくお願い

致します。 
 

切り取り                  切り取り 

 

□道場名・団体名 

 
 

 

□メールアドレス 

 
 

 
 

 


