
関係各位

（社）国際空手道連盟　　極真会館

　　　世界総極真　釘嶋道場

　　　代表師範　釘嶋　秀三

　拝啓　　日々益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、この度、標記の通り『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　』を開催する運びとなりました。

　本大会は、空手道を修行する方々に日々の稽古の成果を試す機会を提供すると共に、各団体選手の方々と、

技術交流を深め、今後の稽古に少しでも役立てて頂きたいと思い、実施するものであります。

また、この大会は、世界総極真主催の第５回全日本ジュニアーチャンピオンシップのの選抜大会となっております。

　つきましては、下記の通り開催致しますので、貴道場生のご出場を宜しくお願い申し上げます。

　 敬具  

第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan

　　　～ 神奈川県空手道選手権大会 ～

平成２９年　７月　８日　（土） 　９：００　開場

　９：３０　開会式

伊勢原市総合運動公園体育館　（神奈川県伊勢原市西富岡３２０）

（社）国際空手道連盟　　極真会館

　　　世界総極真　釘嶋道場

　

別紙　『　試合内容　』　を参照

別紙　『　試合規則　（組手）　』　を厳守可能な団体様

別紙　『　試合規則　（型）　』　を厳守可能な団体様

別紙　『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　試合内容　』

別紙　『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　試合規則　（組手）　』

別紙　『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　試合規則　（型）　』

別紙　『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　参加申込書　』

別紙　『　第９回　KARATE BATTLE KINGS in Japan　審判ご協力願い　』

別紙　『　大会会場までの地図　』

〒２４３－００３６

神奈川県厚木市長谷１５４０－２６

大会事務局 釘嶋　道場　宛

TEL 090-8946-6944

※お手数ですが、

　『　大会申込み用紙　』と、『　参加費　』は、現金書留にて、『　大会事務局宛　』に郵送願います。

　（各団体様一括で郵送願います。）

平成２９年　５月１９日（金曜）必着を以って有効と致します。
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（社）国際空手道連盟　　極真会館

　　　世界総極真　釘嶋道場

平成２９年　７月　８日　（土） 　９：００　開場

　９：３０　開会式

伊勢原市総合運動公園体育館　（神奈川県伊勢原市西富岡３２０）

※ 中学１年は、「中学１年、中学１年～３年のいずれのクラス」も参加可能。

※ （　１）～（２２）は、第５回全日本ジュニアチャンピオンシップﾟ選抜大会となっています。

→ ベスト４は権利を獲得、ベスト８は繰上げ獲得もあり

上級 初級

無級～

有段

組手と同じ

男子 女子 男子 女子

（３） （４） （２７） （２８）

（５） （６） （２９） （３０）

（７） （８） （３１） （３２）

（９） （１０） （３３） （３４）

（１１） （１２） （３５） （３６）

（１３） （１４） （３７） （３８）

（１５） （１６） （３９） （４０）

軽量 （１７）54Kg以下（１８）49Kg以下（４１）54Kg以下（４２）49Kg以下

重量 （１９）55Kg以上（２０）50Kg以上（４３）55Kg以上（４４）50Kg以上

高校 （２１） （２２） （４５） （４６）

一般 （２３） （２４） （４７） （４８）

シニア （２５） （２６） （４９） （５０）

注意１） 組手、型ともに上級クラスは、無級～有段までとなっていますが、

　　　　　 基本的には「小学３年以下は、６級～有段まで」、「小学４年以上は、４級～有段まで」となります。

　　　　　 各団体様の判断により、「上級クラスは、無級～の参加も可能」としています。

　　　　　 また、初級クラスは、以下の通りとなります。

　　　　　 「小学３年以下は、無級～７級まで」、「小学４年以上は、無級～５級まで」となります。

注意２） 帯（段・級）は、申込み時点の帯（段・級）を基本としますが、申込み後に昇段・昇級が予想される

場合は、予想される帯（段・級）で参加申込みをお願い致します。

注意３） 各クラスの参加人数が規定に満たない場合は、中止または、クラス統合となる場合があります。

中止の場合のみ、参加費はご返金致します。

注意４） シニア、または、高校からの一般への参戦は自由です。

組手の部 ￥６,０００円

型の部 ￥６,０００円

組手・型の部　（両方） ￥７,０００円

※お弁当の支給はありません。（体調管理のため、選手の方々は各自持参をお願い致します）

※中止の場合を除き、

　　一旦納入された『　参加費　』に関しては、いかなる理由があろうとも返却されません。

各クラス 優勝、準優勝、三位、四位　（各クラスの参加人数により変わります）

敢闘賞　（組手、型の各クラスから１名を選抜し、表彰致します。）

試合中の負傷、事故が生じた場合は、主催者側の責任は一切負わないものとする。

各道場での「スポーツ保険」への加入をお勧めします。
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１． 反則箇所を除く部分への突き、蹴り、肘打ち等を瞬間的に決め、相手選手を３秒以上ダウンさせるか、戦意を喪失

　　 させた場合。

２． 技あり２本の場合。

１． 反則箇所を除く部分への突き、蹴り、肘打ち等を瞬間的に決め、相手選手が一時的にダウンもしくは、戦意喪失し、

３秒以内に立ち上がった場合、または、そのダメージにより一時的に動きが止まった場合、または、大きく崩れた

場合。

２． 足掛け等で相手を転等させ、タイミング良く下段突きをした場合。

（但し、直接打撃は反則とする。　場合によっては失格となります。）

１． 一本勝ち、失格が無い場合は判定で決定する。

　 　①審判３名の場合 ・主審１名、副審２名のうち２名以上が優勢と認めた場合。

　 　②審判５名の場合 ・主審１名、副審４名のうち３名以上が優勢と認めた場合。

１． 反則を犯した場合、主審、副審の判断により注意１が与えられる。

２． 注意が２回与えられた場合、減点１となる。

（減点１は相手が技有りに近いポイントを取った事になる。 技あり >= 減点１）

３． 注意が４回（減点２）与えられた場合、失格となる。

　①その他の失格 ・試合中、審判員の指示に従わなかった場合。

・粗暴な振る舞いや、悪質な試合態度みなされた場合。

・見合ったままの状態で１分間以上経過した場合。

　この場合、戦意喪失として、両選手とも失格となる。

・応援態度が悪質で目にあまる場合には、選手の減点、

　または、失格もありえる。

１． 試合時間は、以下の通り。

　①幼年、小学、中学、シニアクラス ：本戦　１分３０秒　　⇒　延長戦 １分

　 　 ⇒　再延長戦 １分 （再延長戦で審判による最終判定）

　②高校、一般クラス ：本戦　２分　 ⇒　延長戦 １分３０秒

　 　 ⇒　再延長戦 １分３０秒 （再延長戦で審判による最終判定）

　※一般（男子上級）の決勝戦のみ ：本戦　３分　 ⇒　延長戦 ２分

　 ⇒　再延長戦 ２分 （再延長戦で審判による最終判定）

１． 本戦の判定で引分けとなった場合、延長戦を行う。

２． 延長戦で引分けとなった場合、再延長戦を行う。

３． 再延長戦は、本戦、延長線での注意や減点を考慮し最終判定を行う。

　 （最終判定で、いずれかの選手の勝敗を決定する。）

１． 以下の場合は、反則とする。

　①手・肘による首から上（首を含む）への攻撃。

　②金的蹴り、頭突き、正面からの関節攻撃、抜き手。

　③倒れている相手への攻撃。（直接打撃の場合）

　④背後からの攻撃。

　⑤掌底押し、正拳押し、つかみ、手掛け投げ、クリンチ。

　⑥技の掛け逃げ。（蹴ってすぐに倒れる等を繰り返す）

　⑦何度も場外へ逃げた場合。

　⑧その他、審判が特に反則とみなした場合。

１． 各クラスの防具は以下の通り、必須着用とします。

　①幼年、小学 拳サポーター、または、パンチンググローブ

　 足サポーター、ファールカップ、ヘッドガード

　②中学、高校、一般（男子初級）、一般（女子）、シニア 拳サポーター、または、パンチンググローブ

足サポーター、ファールカップ、チェストガード

　③一般（男子上級） ファールカップ

　★拳サポーター、または、パンチンググローブ、

　　 足サポーター、ファールカップ、チェストガードは各自で持参して下さい。

　★ヘッドガードの着用は、小学生以下は、必須とし、中学生、高校生は任意（ヘッドガード着用側に合わせる事）とします。

　★ファールカップの着用は、男子のみ必須とし、女子は任意とします。 　

　★ひざサポータの着用は、全クラス任意とします。

　★チェストガードの着用は、全クラスの女子のみ可能とし、着用は任意とします。

　　（但し、プラスチック製のものや、イサミ製のL-8202 インナーチェストより硬質なものは、使用禁止！！）

＜お願い＞

　★上記①幼年、小学のクラスの「ヘッドガード」は主催者側で用意しますが、その他の防具類一式は、各自ご持参して

　　　頂けますように、ご協力をお願い致します。

技有り技有り技有り技有り

判定勝ち判定勝ち判定勝ち判定勝ち

防具防具防具防具

反則反則反則反則

試合時間試合時間試合時間試合時間

延長戦延長戦延長戦延長戦

反則反則反則反則
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【組手】【組手】【組手】【組手】

一本勝ち一本勝ち一本勝ち一本勝ち



１． 規定型１ 太極１、太極２、太極３、平安１、平安２、平安３、平安４、平安５のいずれかを選択。

　（極真会館指定の型とし、各道場による演武内容の若干の違いは、容認する）

２． 規定型２ 自由とする。（規定型１を含めて自由）

　（極真会館指定の型とし、各道場による演武内容の若干の違いは、容認する）

１． 予選は、規定型１を採用する。 （２名同時に演武を行う）

２． 予選は参加選手全員によるトーナメント方式とし、８名を選出する。

　 但し、８名以下の場合、または、それに準ずる人数の場合、本戦より開始する。

３． 勝敗は、主審１名、副審４名による旗判定で決定する。

（但し、主審１名、副審２名の場合もありえる）

　①審判３名の場合 ・主審１名、副審２名のうち２名以上の旗を持って勝者とする。（引き分け無し）

　②審判５名の場合 ・主審１名、副審４名のうち３名以上の旗を持って勝者とする。（引き分け無し）

１． 本戦は、規定型２を採用する。 （１名づつ演武を行う）

２． 本戦は予選上位８名のトーナメント方式とする。

　 但し、８名以下の場合もありえる。

３． 勝敗は、主審１名、副審４名による旗判定で決定する。

（但し、主審１名、副審２名の場合もありえる）

　①審判３名の場合 ・主審１名、副審２名のうち２名以上の旗を持って勝者とする。（引き分け無し）

　②審判５名の場合 ・主審１名、副審４名のうち３名以上の旗を持って勝者とする。（引き分け無し）

１． 以下の内容で演武を開始する。

　 (1) 予選

　①演武場に入り、主審の号令にて「正面に礼・主審に礼」をした後、正面を向き自然体となり、心静かに待つ。

　②主審が「始め」の号令を唱えた後に、演武者本人の”間”にて「型の名称」を唱え、演武を開始する。

　③演武が終了したら、演武者自ら自然体に戻り、審判による旗判定を待つ。

　④旗判定の後、主審の号令にて「正面に礼・主審に礼」をして、終了とする。

　※型試合は、赤、白それぞれ２人づつ同時に演武を行う。

　 (2) 本戦

　①演武場に入り、主審の号令にて「正面に礼・主審に礼」をした後、正面を向き自然体となり、心静かに待つ。

　②主審が「始め」の号令を唱えた後に、演武者本人の”間”にて「型の名称」を唱え、演武を開始する。

　③演武が終了したら、演武者自ら自然体に戻り、審判による旗判定を待つ。

　④旗判定の後、主審の号令にて「正面に礼・主審に礼」をして、終了とする。

　※型試合は、赤、白それぞれ１人づつ演武を行う。

１． 型の大意は、以下の５項目から成り立ち、個人の持ち点より減点法にて算定され、その優劣を競うものとする。

　①正確さ

　②力の強弱（パワー）及び気合い、気迫

　③身体の伸縮、転身（スピード、バランス）

　④技の緩急

　⑤型の流れと表現力

１． 以下の場合失格となる。

　①指定された型と演じている型が全く違った場合。

　②演武時著しく気合、気迫に欠け精彩がない場合や道場生らしからぬ態度が認められた場合。

１． 以下の場合減点４となる。

　①目付けが著しく不正確な場合。

　②中心及び重心の確保が著しく不正確な場合

　③技の緩急、型の流れに著しく澱みがある場合。

　④極端なクセがある場合。

１． 以下の場合減点２となる。

　①正確さに終始かける場合。

　②気合が小さく、覇気が認められない場合。

　③ムダな力みが多い、又、力が入っていないと見なした場合。

　④スピードが基準よりも劣り、バランスを終始取り直す場合。

　⑤技の緩急が出ず、型の流れが表現されていない場合。

１． 以下の場合減点１となる。

　①若干の正確さに欠け、気合は小さいが覇気が認められる場合。

　②部分での力み、スピード、バランスの乱れがある場合。

　③技の緩急、型の流れに若干の澱みがある場合。

本戦本戦本戦本戦

予選予選予選予選

演武する型演武する型演武する型演武する型

第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 試合規則第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 試合規則第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 試合規則第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 試合規則

【型】【型】【型】【型】

減点２となる行為減点２となる行為減点２となる行為減点２となる行為

減点１となる行為減点１となる行為減点１となる行為減点１となる行為

判定基準判定基準判定基準判定基準

演武方法演武方法演武方法演武方法

減点４となる行為減点４となる行為減点４となる行為減点４となる行為

失格となる行為失格となる行為失格となる行為失格となる行為



開催日 ：平成２９年　７月　８日　（土）

場　所 ：伊勢原市総合運動公園体育館　（神奈川県伊勢原市西富岡３２０）

主　催 （社）国際空手道連盟　極真会館　

　　　世界総極真　釘嶋道場

　私議、下記の通り、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。

　また、大会開催中、負傷及び事故が生じた場合、

主催者側に対して、その一切を問いません。

平成 年 月 日

団体責任者 印

保護者氏名 印

　昭和・平成 年 月 日  

※ 中学１年は、「中学１年、中学１年～３年のいずれのクラス」も参加可能。

※ 上記（　１）～（２２）は、第５回全日本ジュニアチャンピオンシップ選抜大会となっています。

→ ベスト４は権利を獲得、ベスト８は繰上げ獲得もあり。

※ 中学（軽量）のクラスは、当日受付で計量を行います。

　　申請体重及び当日計量の体重が、各クラスの基準を超えている場合は、失格または、減点となる場合があります。

　　また、出場する全ての選手は虚偽のないように正確に記入して下さい。

※ 中学・高校・一般・シニアの女子クラスについては、パンフレットに年齢、体重表記を致しません。

※ 大会入賞歴を記入する事により、有力選手扱いとなります。（シード権が優先的に与えられる場合あり）

※ 参加クラスなどに記入ミスが無いか、ご確認願います。（記入ミスは、失格となる場合あり）

～　神奈川県空手道選手権大会　～

参加費 組手＝６,０００円　　型＝６,,０００円　　組手・型（両方）＝７,０００円　

型組手　上記、参加クラス

　の番号を○で囲み、

　（１）～（５７）の番号を記入　→

（写真は１枚でＯＫです。）

組手と同じ

写真（のりつけ）

（縦４ｃｍ　横３ｃｍ）

photo

  １．本人単身胸から上

  ２．裏面に所属道場

  ３．裏面に氏名

１年

年　　　　　　　ヶ月

上級

Kg

 

型

初級

過去２年間で３個まで記入

段

級

２年

（７）

（９）

シニア ３６歳以上 （２５）

中学 軽量

重量

１年～

３年

（５） （６）

幼年

年中以下

年長

小学

５年

３年

６年

１年 （３） （４） （２７） （２８）

（２）初級上級／男女混合

無級～

有段

 

女子

（１）初級上級／男女混合

男子

cm

体重

Weight

無級～

有段

（５１）

幼年

修行年数

Experience

女子 男子性別

段/級

Dan/Kyu

大会

入賞歴

Battle History

身長

Hight

 

※所属道場（流派名）非公開希望は非公開に○をして下さい 非公開

TEL

　

才

（２．３を記入の事）

（３１） （３２）

（５６）

小学４年

以上

第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 参加申込書第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 参加申込書第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 参加申込書第９回 KARATE BATTLE KINGS in Japan 参加申込書

所属道場

Dojo Name

フリガナ
男

女

〒

住所

Address

選手氏名

Name

（３３） （３４）

（３６）（３５）

男女混合

資格

組手

初級

小学３年以下＝無級～７級

小学４年以上＝無級～５級

上級クラス

（５４）

一般

（３９）

（４９）

（５５）

小学３年

以下

（２９） （３０）

（５３）

小学４年

以上
（３７）

（５２）

小学３年

以下

（３８）

注意事項

（４８）

（４４）50Kg以上

（４５）（２１）

（２０）50Kg以上

一般 １６歳以上

１年～３年

（２３）

高校

　【世界総極真　第５回全日本ジュニアチャンピオンシップ選抜大会】

参加クラス

種目

４年

（８）

（５７）

一般

（４３）55Kg以上（１９）55Kg以上

（１５） （１６）

（１８）49Kg以下

（１３）

（１２）

（１４）

（１７）54Kg以下

（１１）

（１０）

（２６）

（２４）

（４６）

（４７）

（２２）

（４１）54Kg以下

（４０）

（５０）

（４２）49Kg以下



会場 ： 伊勢原市総合運動公園体育館（伊勢原市体育館）

住所 ： 〒259-1111　 神奈川県伊勢原市西富岡320　

アクセス ： 小田急「伊勢原駅北口」から

　 「上谷戸行き」または「煤ケ谷行き」バスに乗車

「総合運動公園入口」または「総合運動公園」で下車。

★ 厚木方面から車でのご来場の場合は、

国道２４６号線の「伊勢原市役所入り口」交差点を

右折して下さい。

★ 東名高速道路利用の場合は、

東名厚木インターを出て伊勢原方面（国道２４６号

線）へ進行して下さい。

★ 駐車場は「自由広場」をご利用下さい！！

所要時間 ： 小田急「伊勢原駅北口」からバスで１５分

問合せ ： ０９０－８９４６－６９４４　（釘嶋）

大会会場までの地図大会会場までの地図大会会場までの地図大会会場までの地図


