
オープントーナメント 

IKO NAKAMURA 国際親善空手道選手権大会 2017 
主催：国際空手道連盟極真会館 中村道場 

 

開催日：平成 29 年 12 月 10 日 開会式 13：00 試合開始 13：30 

受付：型の部 10 時 50 分～ 型の部集合時間 11 時 05 分 型試合開始時間 11 時 20 分 

   組手の部 11 時～12 時 30 分 組手選手集合時間 12 時 30 分 

 

会場 ：兵庫県立総合体育館  〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜 1 丁目 16-8 

■お願い■ 大会当日の体育館駐車場は他団体の利用や大会運営の都合により駐車制限を行いますので 

選手の皆様は、必ず電車・バスの公共交通機関でご来場下さいますようお願い申し上げます。 

尚、お車でご来場された方の駐車場に関する苦情、トラブル等には一切責任を負いません。 

 

参加料：組手試合 8500 円 型試合 8500 円 組手+型試合 12000 円 

※一旦納入された参加料金は理由の如何にかかわらず返金致しかねますので、あらかじめご了承ください 

 

◆申し込み方法 

・用紙に必要事項をすべて記入、捺印の上、参加料を添えて各支部・道場に提出して頂くか、現金書留にてお申

込下さい。 

・参加料の添えられてないもの、ファックスによる申込み、申込み用紙の記入漏れは一切受け付けません。 

・大会に出場できなくなった場合は必ず当日までに大会事務局にお電話ください。 

 

申込み締切日  平成 29 年 11 月 6 日（月）必着 

宛先：国際空手道連盟 極真会館 中村道場 大会事務局 【 URL://www.nakamuradojo.com/ 】 

〒６５２－００４５神戸市兵庫区松本通６丁目２－２   

 TEL.０７８－５３１－０６６４【 mail:nakamura-dojo@arrow.ocn.ne.jp 】 

大会事務局お問合せ：月曜～金曜日の午前１０時～１２時 午後１時～５時まで(祝日を除く)   

 

◆大会注意事項 

国際空手道連盟 極真会館 中村道場 大会出場規約【http://nakamuradojo.sakura.ne.jp/custom.html】 

①大会を速やかに進行するために、お越しになる全ての皆様が大会注意事項を守り行動して下さい。 

②各自、極真会館武道共済やスポーツ保険等へ加入して下さい。 

③大会中のケガ・死亡・事故等につきましては一切責任を負いません。大会ドクターによる応急処置は致します。 

④体育館、近隣の施設に対する迷惑行為、器物破損等は絶対にしないこと。（器物破損に対しては弁償して頂きます） 

⑤主催者、体育館、近隣施設等に迷惑行為をされた選手（及び、関係者の選手）の方は失格とし、大会運営委員会で 

 協議を行い、場合によっては今後の大会に対する出場停止処分とします。 

⑥試合前のアップは剣道場・柔道場で行って下さい。 

⑦ゼッケンは大会当日シール式の物を渡します。ゼッケンは“おしり”に貼って下さい。 

⑧ゴミは各自持ち帰りをお願い致します。 

 

◆申し込み注意事項 

・申込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めてください。 

・級がわからない場合は道場の責任者に問い合わせて、必ず記入して下さい。 

・白帯の場合は無級と記入して下さい。 

・身長・体重を忘れずに書いてください。虚偽の申告は失格となります。 

・申し込み用紙の記入漏れに注意してください。道場責任者の方は提出時に確認をお願い致します。 

 

◆兵庫県立総合体育館 交通アクセス 

阪神電車（阪神本線）「甲子園」下車 → 阪神電鉄バス（7 番乗り場）「鳴尾浜」行き乗車 

→「県立総合体育館前」下車すぐ（阪神「甲子園」駅より約 15 分） 

 

 

//www.nakamuradojo.com/
http://nakamuradojo.sakura.ne.jp/custom.html


参加規定 

・初級の部については他流派の参加はできません。 

・小学生 2 年～6 年の組手ソフトクラス初級・中級 及び 型の小学生初級クラスは新人戦とし過去 1 年以内の大

会（KOBE’SCUP2016／播州姫路カップ／KING OF KYOKUSHIN CUP／全関西大会／その他、各流派によ

るすべての大会のソフトクラス初・中級と同等レベルのクラス）で優勝・準優勝した選手は同カテゴリーに 

 エントリーできません。 

 例：◆初級の部 優勝・準優勝 ⇒ 中級の部へ ◆中級の部 優勝・準優勝 ⇒ チャンピオンクラスへ 

・女子ソフトクラスについては初級・中級がないため優勝者のみを繰り上げとする 

・各クラス出場選手が 3 名に満たない場合は統合となります。（その際は事務局より連絡があります） 

・幼年～6 年生のソフトクラス初級・中級においては、全参加者の平均体重により主催者が「軽量級」と「重量 

級」にクラス分けを行います。又、参加者が 8 名以下の場合は無差別級となります。（その際の連絡はありま 

せん） 

・お子様に無理な減量は絶対にさせないで下さい。 

 

◆試合形式 試合はトーナメント制により行う。試合時間は以下の通り 

階級  本線 延長 軽い方の勝ち 体重差 500g未満の場合/最終延長 

幼年の部 

1 分 1 分 体重判定 1 分（引き分け無し） すべての小学生ソフトクラス 

チャンピオンクラス 

チャンピオンクラスはベスト８から 1分 30秒 1分 30秒 体重判定 1 分（引き分け無し） 

中学生・壮年 1分 30秒 1分 30秒 体重判定 1 分（引き分け無し） 

高校生・一般女子 

一般男子初級・中級 ２分 ２分 体重判定 1 分 30秒（引き分け無し） 

一般男子上級 ２分 ２分 体重判定 2 分（引き分け無し） 

一般男子上級はベスト８から ３分 ２分 2 分（引き分け無し） 

 

◆防具規定 

   着用防具 頭 胴 足 下腹部 拳 

階級   ヘッドガード 胸当て レッグポーター ファールカップ 拳サポーター 

ソフトクラス ○ 
○ 

○ ○ ○ 
インナータイプは× 

女子ソフト ○ 
○ 

○ 任意 ○ 
インナータイプは× 

チャンピオンクラス ○ ×インナーも不可 ○ ○ ○ 

女子チャンピオン ○ チェストガード ○ 任意 ○1∼4年任意 

中学生 ○ × ○ ○  ○（革製品可） 

中学生女子 ○ チェストガード ○ 任意  ○（革製品可） 

高校生 ○ × ○ ○  ○（革製品可） 

高校生女子 ○ チェストガード ○ 任意  ○（革製品可） 

壮年 ○ × ○ ○  ○（革製品可） 

女子初級 ○ チェストガード ○ 任意  ○（革製品可） 

一般 初級・中級 ○ × ○ ○  ○（革製品可） 

女子 上級 × チェストガード ○ 任意 × 

一般 上級 × × × ○ × 

備考 ・マウスガードは全階級任意です。 ・膝あては全階級任意です（一般男子上級のみ不可）。 

・小学生のｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰｸﾞﾛｰﾌﾞはイサミ製品か同等のクッション製品以外は使用禁止です。 

・ソフトクラス男女は胸当てタイプのみ可、インナータイプや女子のチェストガードは不可 

・女子のチェストガードについては、イサミ製品（Ｄ-16）か同等のソフト材質製品のみ可（硬質製は不可） 

 

 

 

 

 

型試合 申請した型 本戦一回の試技で順位を決めます(太極・足技太極は不可) 



初級の部 白～青帯 無級～7 級 

◆幼年の部 ◆小学１・２年の部 ◆小学３・４年の部 ◆小学５・６年の部 ◆中学生の部 ◆一般の部  

◆壮年の部（35 歳～） 

上級の部 黄～黒帯 ６級以上 

◆小学１・２年の部 ◆小学３・４年の部 ◆小学５・６年の部 ◆中学生の部 ◆一般の部 ◆壮年の部（35 歳～） 

組手試合  

＜ソフトクラス＞  

幼年～2 年生までのソフトクラスは男女混合 ３年～６年の女子選手はどちらでも可 

幼年の部と１年生の初級・中級は無差別級 初級の部については他流派の参加はきません 

◆幼年の部  無差別 

◆小学 1 年生 無差別 初級の部 白帯（無級） 中級の部 橙帯～茶帯（10級～1級まで） 

◆小学 2 年生（軽・重量級）初級の部 白～橙帯 （無級～9 級） 中級の部 青～茶帯（8級～1級） 

◆小学 3 年生～6 年生（軽・重量級）初級の部 白～青帯（無級～7級） 中級の部 黄～茶帯（6級～1級） 

◆小学 3・4年女子 （軽・重量級）◆小学 5・6年女子 （軽・重量級） 

※ソフトクラスの（軽・重量級）に分かれているクラスは参加者が 8 名以下の場合は無差別級となります。 

（その際の連絡はありません） 

＜チャンピオンクラス＞ 

◆幼年、１～４年生学年別・無差別・男女混合  

◆小学 5年生 軽量級３５kｇ未満・重量級３５kｇ以上 

◆小学 6年生 軽量級４０kｇ未満・重量級４０kｇ以上  

◆小学１・２年女子 無差別級 ◆小学３・４年女子 無差別級  

◆小学５・６年女子  軽量級３５kｇ未満・無差別級３５kｇ以上 

＜中学生＞ 

◆中学生男子１年（軽量級４５㎏未満・重量級４５㎏以上）初級の部 白帯～緑帯（無級～3級）   

◆中学生男子１年 （軽量級４５㎏未満・重量級４５㎏以上）上級の部 茶帯（2級）以上     

◆中学生男子２･３年 初級の部 白帯～緑帯（無級～3級） 軽量級５０㎏未満・重量級５０㎏以上 

◆中学生男子２･３年 上級の部 茶帯（2級）以上  軽量級５０㎏未満・重量級５０kg以上  

◆中学生女子 初級の部 白帯～緑帯（無級～3級） 軽量級４５㎏未満・無差別級４５㎏以上 

◆中学生女子 上級の部 茶帯（2級）以上     軽量級４５㎏未満・無差別級４５㎏以上 

＜高校生＞ 

◆高校生男子 初級の部 白帯～青帯（無級～7級） 軽量級６５㎏未満・重量級６５kg以上  

◆高校生男子 上級の部 黄帯（6級）以上     軽量級６５㎏未満・重量級６５kg以上  

◆高校生女子 初級の部 白帯～黄帯（無級～5級） 軽量級５０㎏未満・無差別５０㎏以上  

◆高校生女子 上級の部 緑帯（4級）以上     軽量級５０㎏未満・無差別５０㎏以上  

＜壮年＞ 

◆壮年初級の部(３５～３９歳以下) 白帯～緑帯（無級～3級） 軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

◆壮年上級の部(３５～３９歳以下) 茶帯（2級）以上     軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

◆壮年初級の部(４０～４９歳以下) 白帯～橙帯（無級～9級） 軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

◆壮年中級の部(４０～４９歳以下) 青帯～緑帯（8級～3級）  軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上  

◆壮年上級の部(４０～４４歳以下) 茶帯（2級）以上      軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

◆壮年上級の部(４５～４９歳以下) 茶帯（2級）以上      軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上  

◆壮年初級の部(５０歳以上) 白帯～黄帯（無級～5級） 軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

◆壮年上級の部(５０歳以上) 緑帯（4級）以上     軽量級７０㎏未満・重量級７０㎏以上 

＜一般女子＞ 

◆女子初級の部 白帯～黄帯（無級～5級）    軽量級５０㎏未満・無差別５０㎏以上   

◆女子上級の部 緑帯（4級）以上        軽量級５０㎏未満・中量級６０kg未満・重量級６０kg以上 

＜一般男子＞ 

◆一般初級の部 白帯～青帯（無級～７級）軽量級６５㎏未満・中量級７５㎏未満・重量級７５kｇ以上 

◆一般中級の部 黄帯～茶帯（６級～１級）軽量級６５㎏未満・中量級７５㎏未満・重量級７５kｇ以上 

◆一般上級の部 軽量級６５㎏未満・中量級７５㎏未満・重量級７５kｇ以上  

※一般女子上級の部、一般男子上級の部で 18歳以下の場合は責任者の許可を受けて下さい。 


