第８回アジア国際空手道選手権大会
第２回全関東総合空手道選手権大会
・フルコンタクト空手部門（一般・ジュニア）・型部門
フルコンタクト空手部門（一般・ジュニア）・型部門（一般・ジュニア）
・型部門（一般・ジュニア）
・ケイオス(
ケイオス(防具付)
防具付)空手ルール部門
空手ルール部門 顔面攻撃
顔面攻撃有り
攻撃有りの防具付
有りの防具付ポイント
の防具付ポイント制
ポイント制空手ルール
空手ルール
（一般・ジュニア）
拝啓 時下益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。
今年で第８回目を迎えます「アジア国際空手道選手権大会」を下記日程にて開催する事となりました。

また、新たに総合空手の理念を継承するために、今年も「第二回全関東総合空手道選手権大会」を
開催する事となりました。
昨年のアジア国際空手道選手権大会は、イラン支部、スリランカ支部、ネパール支部の海外支部勢に
加え、新たな参加団体（昨年秋の大会は全 58 団体、参加人数 450 名の参加を得ました）を得て盛大に
開催されました。今年は新たな協力団体を得たことも考慮して毎年同時期の日曜日開催が可能で交通
の便も良い深川スポーツセンターに会場を移し開催する事となりました。
何卒、多くの流派、団体の先生方及びご父兄、選手の皆様のご賛同とご参加をいただきます様、心か
らお願い申し上げます。
また、本年 9 月 23 日月曜祝日(秋分の日)には、昨年と同様、国立代々木競技場第二体育館にて、全日
本大会及び国際大会の開催を予定しております。合わせてご参加の程宜しくお願い申し上げます。
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世界 FSA 空手道連盟
「国際空手道協会 関東事務局」

協力

ＪＫＪＯ全日本空手審判機構

カテゴリー

・フルコンタクトカラテルール
・ケイオス（防具付き）顔面攻撃ありのポイント空手ルール
・型

開催日

２０１３年 ５月 ５日（日）

時間

開場・受付

午前 10 時 00 分

開会式

午前 10 時 30 分

◎決勝戦終了後 コートごとに表彰式

吉日

最高審判長

国際 FSA 拳真館空手道連盟 総本部

共催

２月

深川スポーツセンター メインアリーナ
場所
〒135-0044 東京都江東区越中島 1-2-18
交通

参加費用

別紙地図参照
◎フルコン・ケイオス(防具付空手) ジュニア部門 ￥６,０００
◎フルコン・ケイオス(防具付空手) 一般部門

￥７,０００

◎型試合のみ ジュニア部門

￥５,０００

◎型試合のみ 一般部門

￥６,０００

◎ダブルエントリー ジュニア部門

￥７,０００

◎ダブルエントリー 一般部門

￥８,０００

※型とフルコン、型とケイオス(
※型とフルコン、型とケイオス(防具付空手
防具付空手)
空手)のダブルエントリーが出来ます。
※ダブルエントリーの選手は申込書を種目別に二枚提出してください。
※試合が重ならない様調整しますので、振るってご参加下さい。
※大会パンフレット付き

申込み締切り

２０１３
２０１３年 ４月 ７日 ( 日 ) 必着 ※申込書不足分はコピーして下さい。

申込み方法

所定の申込書に記入捺印の上、参加費と共に現金書留で郵送してください。
※参加費は団体責任者が一括して参加申込み用紙を、現金書留にて締切日までに郵送し
てください。申込み用紙のみ、参加費のみの申込みは受付けません。

注意事項

① 選手は事前に健康診断を必ず受診してください(診断書提出不要)。
② スポーツ保険に各自加入してください。(保険は 4 月での更新の場合が多いのでご注
意ください)また、試合当日は万一のため健康保険証の持参をお勧めいたします。
③ セコンドは 2 名とし、セコンドパスを大会当日発行します。
④ アリーナ内の入場制限を行います。アリーナ内には、セコンドパスを付けたセコン
ド、大会スタッフ、審判員、来賓、待機している選手以外は入ることが出来ません
のでご注意ください。
⑤ 試合中負傷または事故が生じた場合、主催者は一切責任を負いません。
⑥ 何らかの理由で参加不可能となった場合必ず大会事務局まで連絡してください。
⑦ 大会事務局に納入した参加費はいかなる理由があろうとご返却出来ません。
⑧ ゼッケンは大会当日、各団体一括でお渡しします。
⑨ 審判員には昼食を用意致します。
⑩ 出場選手の肖像権は主催者に帰属します。各種報道機関等が取材する場合がありま
すが、映像や画像が放映、掲載される場合があることをご了承ください。
⑪ 女子クラスの道着の下へのＴシャツ着用は、白色のみ認めます。
男子クラスのＴシャツ着用は、禁止となります。
⑫ 会場の駐車場は台数に限りがあります。近隣の駐車場をご利用ください。
⑬ 三位決定戦はありません。三位入賞者は二名です。

送付宛先

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 4-28-2 第二高円寺 603 号
FSA 拳真館 アジア国際空手道大会事務局
TEL/FAX

03-5378-6036・携帯 070-5029-1110(佐藤)

＊尚、『世界 FSA 空手道連盟』では加盟団体、道場を募集しております。
お気軽にお問い合わせ下さい！TEL 070-5029-1110 担当:佐藤まで。

一 大会種目 一

「第８回アジア国際
回アジア国際空手道選手権大会」
空手道選手権大会」「第
「第２回全関東総合空手道選手権大会」
回全関東総合空手道選手権大会」
「フルコンタクトカラテルール ジュニア部門」
ジュニア部門」
※中学生・高校生以外の少年部
※中学生・高校生以外の少年部は上段膝蹴り
の少年部は上段膝蹴り禁止
は上段膝蹴り禁止
種目
番号

種目名

種目 種目名
番号

01. 幼年クラス男子

初級【無級・白帯】

16. 小学 4 年男子

02. 幼年クラス女子

初級【無級・白帯】

17. 小学 4 年女子（黒帯可）

03. 幼年クラス男子

上級【有級、９級・オレンジ帯以上】

18. 小学 5 年男子

中級【5 級・黄帯まで】

04. 幼年クラス女子

上級【有級、９級・オレンジ帯以上】

19. 小学 5 年男子

上級【4 級・緑帯以上】（黒帯可）

上級【4 級・緑帯以上】（黒帯可）

05. 小学 1 年男子

初級【白・オレンジ帯・９級まで】

20. 小学 5 年女子（黒帯可）

06. 小学 1 年男子

上級【8 級・青帯以上】（黒帯可）

21. 小学 6 年男子

中級【5 級・黄帯まで】

22. 小学 6 年男子

上級【4 級・緑帯以上】（黒帯可）

07. 小学 1 年女子
08. 小学 2 年男子

初級【9 級・オレンジ帯まで】

23. 小学 6 年女子（黒帯可）

09. 小学 2 年男子

上級【8 級・青帯以上】（黒帯可）

24. 中学男子軽量級(50kg 未満)の部（黒帯可）

10. 小学 2 年女子（黒帯可）

25. 中学男子中量級(60kg 未満)の部（黒帯可）

11. 小学 3 年男子

初級【7 級・青帯まで】

26. 中学男子重量級(60kg 超級)の部（黒帯可）

12. 小学 3 年男子

上級【6 級・黄帯以上】（黒帯可）

27. 中学女子の部（黒帯可）

13. 小学 3 年女子（黒帯可）

28. 高校男子軽中量級(60kg 未満)の部（黒帯可）

14. 小学 4 年男子

初級【9 級・オレンジ帯まで】

29. 高校男子重量級(60kg 超級)の部（黒帯可）

15. 小学 4 年男子

中級【8 級・青帯～５級・黄帯まで】

30. 高校女子の部

(黒帯可)

「フルコンタクトカラテルール 一般・女子・マスターズ
一般・女子・マスターズ部門
・女子・マスターズ部門」
部門」
31. 女子軽量級(52kg 未満級)(黒帯可)

36. (初級)白帯～青帯

一般色帯重量級(70kg 超級)

32. 女子重量級(52kg 超級)(黒帯可)

37. (中級)黄帯～緑帯

一般色帯軽中量級(70kg 未満)

33. マスターズの部(40 歳以上 70kg 未満)(黒帯可)

38. (中級)黄帯～緑帯

一般色帯重量級(70kg 超級)

34. マスターズの部(40 歳以上 70kg 以上)(黒帯可)

39. (上級)茶帯以上

一般上級軽中量級(70kg 未満)

35. (初級)白帯～青帯

40. (上級)茶帯以上

一般上級重量級(70kg 超級)

一般色帯軽中量級(70kg 未満)

「ケイオス（防具付空手）部門」
ケイオス（防具付空手）部門」
41. 幼児男女混合

47. 小学３～４年生女子

53. マスターズ軽量級（40 歳未満 70Kg 未満）

42. 小学１年生男子

48. 小学５年生男子

54. マスターズ重量級（40 歳未満 70Kg 以上）

43. 小学２年生男子

49. 小学６年生男子

55. 一般女子

44. 小学１～２年生女子

50. 小学５～６年生女子

56. 一般男子軽量級（７０Kg 未満）

45. 小学３年生男子

51. 中学生男子

57. 一般男子無差別

46. 小学４年生男子

52. 中学生女子

「型部門」
58. 小学１～２年生男女

61. 小学５～６年生女子

64. マスターズ男女混合（５０歳以上）

59. 小学３～４年生男女

62. 中学生男子

65. 一般女子（１６歳以上）

60. 小学５～６年生男子

63. 中学生女子

66. 一般男子（１６歳以上）

※４月からの新学年を記入してください。
４月からの新学年を記入してください。学年を間違った場合は失格となりますので、ご注意ください。
※小・中・高生において、初級・中級以外は黒帯出場「可」です。
※参加人数によりクラスの新設・統合等を行う場合があります

― 試合規約 ―
「第８回アジア国際空手道選手権大会」
アジア国際空手道選手権大会」「第２回全関東総合空手道選手権大会」
【フルコンコンタクト空手ルール】
フルコンコンタクト空手ルール】
組手の勝者は、一本勝・判定勝ち・相手の反則ないし失格による勝ちにより決定される。

● 幼年、小学生、中学生、高校生クラス
本戦(1 分 30 秒)→延長(1 分) →マスト方式による判定
(体重判定は行わない)
一回戦～準々決勝
● 女子･マスターズ･一般色帯クラス・一般上級クラス
試合時間
本戦(2 分)→延長(1 分) →マスト方式による判定
(体重判定は行わない)
再延長１分あり→マスト方式による判定(体重判定は行わない)

準決勝、決勝戦

１． 一本勝ち(技あり 2 本で一本) 反則箇所を除いて、突き・蹴り・肘打ち等を瞬間的に決め、相
手を３秒以上ダウンさせるか、相手が試合続行不可能となった場合。
３秒以内に立ち上った場合は「技あり」。
上段蹴り、胴廻し回転蹴りがノーガードの相手に的確に当った場合は技あり、触れただけや、
押したような蹴りは技ありを取らない。
２． 判定基準
Ａ．定められた時間内で勝敗が決着しない場合は、有効打数優勢に試合を進めたか、減点等の
総合判定を主審、副審が行い、過半数を支持された者が勝者となる。
Ｂ．一回戦～準々決勝戦までは延長戦でマスト方式、準決勝･決勝戦は再延長戦でマスト方式
により勝敗を決する。体重判定は行わないものとする。
Ｃ．「注意」「減点」「技あり」の力関係
注意２＝減点１

減点１を受けている場合は負けとなる。

減点１＜技あり

減点１を受けていても技ありを取っている場合は勝ちとなる。

注意４で失格。
Ｄ．本戦での注意、減点は延長戦には持ち越されない。
３． 反則
Ａ．反則は悪質なものを除き、注意が与えられ、注意４で失格となる。
Ｂ．拳・肘による顔面殴打。
Ｃ．金的蹴り、貫手による顔面・首・頭突きの攻撃。
Ｄ．ダウンした相手に当てたり、蹴ったとき。
Ｅ．以上の他審判員が特に反則とみなしたとき。
Ｆ．相手をつかんだ時。
Ｇ．主審判断により、特に悪質な試合態度とみなされた時。
Ｈ．掌底または拳で押すこと。
Ｉ．相手を抱えたままの攻撃。先に抱えた方が反則(相手の脇に腕を入れての攻撃も不可)
Ｊ．一般部は膝蹴りの際の瞬間的なヒッカケは可、但し連続で行うことは、不可。
小中高校生のつかみ・ヒッカケはすべて反則。
Ｋ．技のかけ逃げ、自ら技をかけているように見せ、倒れ、相手に攻撃させない。
Ｌ．頭をつけての攻撃はバッティングの反則
M. 幼年・小学生の
幼年・小学生の上段膝蹴りは安全性考慮のため
上段膝蹴りは安全性考慮のため反則
膝蹴りは安全性考慮のため反則。
反則。中学生以上は認める
中学生以上は認める。

４． 失格
Ａ．試合中、審判員の指示に従わない時。
Ｂ．出場時刻に遅れたり、出場しないとき。
Ｃ．見合ったままでの状態で１分以上経過した時。
Ｄ．粗暴な振るまい、悪質な試合態度とみなされたとき。
Ｅ．注意を４回受けた時。
Ｆ．セコンド及び選手が相手選手や特に審判に対してヤジった場合、
その選手だけでなく団体を即刻退場とする。
Ｇ．軽量級、中量級で体重オーバーの際、減点か失格。
５． 正当な理由なくして試合を放棄した時。但し下記の場合は例外とする。
Ａ．大会主治医の診察を受け、その結果、試合続行不可能と見なされた時。
Ｂ．試合直前または試合中、本人に関する不慮の事故(家族に何か不幸が生じた場合など)
が発生し、審判長・審議委員長が協議の上、退場を許可した時。
Ｃ．正当な理由なく試合を棄権及び放棄した場合は、違約金１０万円を申し受けます。
Ｄ．交流試合の為、審判によって下された判定に対する審議等の申し入れは一切できないこと
とします。
６． 防具
Ａ. 幼年・小学生、中学生、高校生クラスはヘッドギア、拳サポーター、レッグサポーター、
ファールカップ着用、中学生以上は膝サポーター着用を義務付ける。
Ｂ．中学・高校女子はイサミのチェストプロテクター着用(小学校女子 3 年生から６年生は任
意で着用）。
Ｃ．一般色帯・一般女子・マスターズはパンチンググローブ(親指のみフィンガーカットグロー
ブ可。オープンフィンガーグローブ、拳サポーターは不可）、レッグサポーター、ファー
ルカップ着用を義務付ける。
Ｄ．ヘッドギアは主催者側で用意致しますが、その他の防具は各自で用意してください。
＊(拳・足 甲サポーターは中身がスポンジ製で表は布製のものを使用)。
Ｅ．各クラス共テーピングは可。過度のテーピングは不可。バンテージの着用は不可。
Ｆ．レッグサポーター内のプラスチックパットは禁止。つけて試合を行ったら失格。
Ｇ．一般上級クラス出場者は素手素足のうえファウルカップ着用のこと。

― 競 技 規 定―
「第８回アジア国際空手道選手権大会」
回アジア国際空手道選手権大会」「第
「第２回全関東総合空手道選手権大会」
回全関東総合空手道選手権大会」
○ケイオス（防具
ケイオス（防具付
防具付空手）
空手）部門
１．防具
空手用ヘッドガード・胴・拳サポーター・レッグサポーター・ファールカップ着
用（女性もアンダーガード）。（サポーターは布製のもの）（パンチンググラブ不
可、手に軍手・バンテージ OK、ニーサポーターは任意）
空手用ヘッドガード・胴・専用拳サポーターは主催者側が用意します。
少年部門で拳サポーターを持参いただく場合は指定の物「イサミ製カラー拳サポーター
L－３０９１J 少年用(¥1,500)」を各自持参のこと。当日販売はありません。

２．試合時間 2 分間（小・中学生・マスターズ・一般女子は 1 分 30 秒）延長戦 1 分（1 ポイント
先取り）
３．1 本
的確な打撃によるダウンまたは 5 ポイント 1 本先取。
４．技あり
プロテクター着用部位（上段・中段）への的確な打撃（突き・打ち・蹴り）をポ
イントとする。（連打を認める・ローキックを認める）ただし、掌底・バックハ
ンドは禁止とする。ローキックについてはフルコンタクトカラテと同基準（ダメ
ージ）とする。
（ジュニアについては直突きのみとし、ローキックも禁止とする）
相打ちについては双方にポイントを与える。また、足払い・カッテイングキック
からの瞬時の極めはポイントとなる。
５．判定
ポイントが多い方を勝者とする。また、ポイントに差がない場合、明らかに攻撃
の多いものを勝者とする。
６．反則
掌底、バックハンド、膝蹴り、故意の投げ、つかみ、倒れた相手への直接打撃、
背部・金的への攻撃、アッパー、執拗な掛け逃げ。
７．その他
注意 2 回、場外 2 回で相手に１ポイントを与える。著しい反則攻撃、逃げ回る
など闘う意志のないものは失格とする。
○型部門
①正確さ（手の握り・目付き・下半身のふらつきなど）
②気合・気迫
③優美さ
④緩急
⑤難易度 の５項目から判定をする。判定は審判３名によるマスト方式とする。
※創作型は禁止

第８回アジア国際空手道選手権大会
第２回全関東総合空手道選手権大会
参加申込書
他流派団体名
住所
TEL

FAX

携帯番号

※(必須)PC メールアドレス

国際 FSA 拳真館

(総本部) 支部名

(各流派代表者もしくは支部長)氏名及び捺印

㊞

ふりがな

性別

男・女

年齢

歳

氏名
昭和・平成
住所

年

月

日生

〒

電話番号

携帯番号

身長

体重
cm

級・段位

出場種目番号
kg

帯の色

修行年数及び過去の大会入賞実績

学年（※４月からの新学年）
年生
スポーツ保険加入チェック欄
（○で囲んでください）
未加入者は出場できません

有 ・ 無
私儀、上記の通り相違いなく、また本大会のルールに従い正々堂々と競技することをこ
こに誓います。万一試合中の事故、ケガがあった時、主催者側及び誰にも責任の所在を
問うものでない事を誓約致します。
(未成年者の場合)保護者氏名

㊞

日付

／

(本人)氏名

㊞

日付

／

国際 FSA 拳真館空手道連盟 御中

賛助用紙

第８回アジア国際空手道選手権大会
第２回全関東総合空手道選手権大会

Ａ

寄付ご賛助（

口

円）＜一口１０，０００円＞

＊ご寄付下さいました方は、大会参与としてプログラムの大会役員欄にお名前を
ご掲載させて頂きます。
Ｂ

広告ご賛助（

円）

１．１ページ

＊右を参考にお決め下さい。
なおプログラムはＡ４サイズです。

¥１００，０００

２．1/2 ページ

¥５０，０００

３．1/3 ページ

¥３０，０００

４．1/4 ページ

¥２５，０００

５．1/8 ページ

¥１０，０００

(1～５の数字のどれかに○をつけて下さい。)

Ｃ

特別広告ご賛助（

円）
１．裏表紙

（1 ﾍﾟｰｼﾞ) ￥２００，０００

２．表紙裏

（1 ﾍﾟｰｼﾞ) ￥１５０，０００

３．表紙裏の隣 （1 ﾍﾟｰｼﾞ) ￥１５０，０００
４．裏表紙裏

（1 ﾍﾟｰｼﾞ) ￥１５０，０００

５．裏表紙裏の隣（1 ﾍﾟｰｼﾞ) ￥１５０，０００
(１～５の数字のどれかに○をつけて下さい)
＊特別広告は各１ページ、一名ずつですのでご注意下さい。なお、ご賛助下さいました方は、プログ
ラムにお名前を、また、特別広告ご賛助の方は、よろしければお名前とお写真、ご挨拶をご掲載させ
て頂きたいと思います。
☆以上Ａ、Ｂ、Ｃいずれかに○を付け、（

円）内にご記入の上、広告賛助にご協力下さいます方

は名刺、版下、原稿(ロゴマークの有無に関らず対応致します)、手書きのメモ等をこの賛助用紙、及
び現金と共に大会実行委員会まで現金書留にてご郵送下さるか、直接、支部長または道場生にお渡し
下さい。その他、何かありましたら直接、大会実行委員会までご連絡下さい。

ご芳名

ご住所
TEL

会場へのアクセス方法
会場へのアクセス方法
門前仲町駅
門前仲町駅からの行き方

越中島駅
越中島駅からの行き方

住所・交通
住所・交通
[深川スポーツセンター]
深川スポーツセンター]
所在地：
所在地：〒135135-0044 東京都江東区越中島 1-2-18
交通機関：
交通機関：
東京メトロ東西線／都営地下鉄大江戸線 「門前仲町駅(4
「門前仲町駅(4 番出口)
番出口)」 徒歩 5 分
「越中島駅(1
番出口)
JR 京葉線 「越中島駅
(1 番出口
)」 徒歩 2 分
都営バス 門 33 門 19 海 01 「越中島」 徒歩 1 分

※利用者専用駐車場（有料）は
利用者専用駐車場（有料）は台数に限りがありますので、電車・バス等の公共
台数に限りがありますので、電車・バス等の公共交通機
公共交通機
関をご利用いただくか、
関をご利用いただくか、車の場合は
いただくか、車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。
車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。

