
日本赤十字社 東日本大震災 平成 28年熊本大地震 義援金チャリティー 
I.K.O.セミコンタクトルール 
２０１８首都圏交流試合 

(※同時開催 2018秋季総本部内部試合) 
 
●開催日：２０１８年９月２２日（土） 
●開催大会 

I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合 
 ※今大会について少年部は前回出場の組手試合から20日間経過してなくても出場可 
●会場 
所沢市民体育館 サブアリーナ 住所：埼玉県所沢市並木５－３ 
最寄り駅：西武新宿線「新所沢駅」 東口徒歩１０分 
※会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。 

●集合時間 
審判、スタッフ：午前８時３０分 
選手：午前９時３０分 
※審判の方は、笛及び審判カード持参、審判服着用でお願いします 

●選手申請料 
全てのクラス５，０００円 

 ※参加申請料は、参加出来なかったとしても返却は致しません。 

※申込選手の選考がありますので、「支部クラス別申込選手優先順位確認書」に【クラス内優先順位】を間違い無い 

様お願いいたします。 

 総本部事務局 TEL：０３—６４５２—５７７７ 
 大会に関する問い合わせは所属支部へご確認下さい。 
 

●申込方法     月   日（  ）までに所属の支部、道場責任者に参加申請料･参加申込書を提出して下さい。 

 支部道場責任者は8月２３日（木）までに 極真会館 総本部道場必着 

 極真会館 総本部道場 〒171-0021 東京都豊島区西池袋２－３８－１  

 

 

  

【 規  約 】 

※開場前にシート等で場所取りをして並ぶ事は禁止。開場前に並ぶ場合は騒がず、スタッフの指示に必ず従うこと。 

※会場近辺の店舗などの駐車場に無断駐車は絶対にしない事。 

※体育館に試合の結果・進行・人の呼び出し等、電話で問合せをしない事。（今後使用できなくなる為） 

※本部会員登録、極真メディカルサポート制度に加入している事。未加入者は参加出来ません。 

※試合中のケガ・事故等については、主催者側では一切の責任を負うことが出来ません。打撲・その他の一般的な軽傷については、ドクター・メディカ

ルアドバイザーが会場に待機しているので速やかに申し出る事。 

※判定に対する苦情等は審判員は受け付けません。（悪質な場合退場） 

※試合開始後の会場内でのアップ・ミット打ちは禁止。 

※試合中のフラッシュを使用しての撮影は禁止。所定の場所以外での撮影は禁止。 

※ゴミは必ず持ち帰る事。 

※ガムを食べながらの応援、健康上の理由以外での帽子を被っての応援、サングラスをかけての応援、メガホンを使用しての応援は禁止。 

※靴を入れる袋を持参し各自で管理する事。 

※貴重品は各自で管理する事。 

※会場内で子供を遊ばせない事。小さなお子さんは、特に目を離さないようにして下さい。 

※規定の服装・防具を準備し、自分の試合順までの待機については選手・保護者･セコンド･コーチの責任において行う事。規定違反･遅刻により失格とな

っても主催者・スタッフは一切責任を負いません。 

以上の規定を守らない場合、選手は失格、応援の方は会場から退場して頂きます。セコンド・保護者の方でたび重なる注意を受けたり、悪質な行動や言

動を行った場合、その選手も失格となる場合があります。 



I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合 

実施クラス一覧 

９月２２日（土）開催 

№ クラス名 
１ ６歳男子（小学１年生） 

２ ７歳男子（小学２年生） 

３ ８歳男子（小学３年生） 

４ ９歳男子（小学４年生） 

５ １０歳男子（小学５年生） 

６ １１歳男子（小学６年生） 

７ ６歳女子（小学１年生） 

８ ７歳女子（小学２年生） 

９ ８歳女子（小学３年生） 

１０ ９歳女子（小学４年生） 

１１ １０歳女子（小学５年生） 

１２ １１歳女子（小学６年生） 

１３ １２歳男子（中学１年生） 

１４ １２歳女子（中学１年生） 

１５ １３歳１４歳男子（中学２、３生生） 

１６ １３歳１４歳女子（中学２、３生生） 

１７ １５歳男子 －６５kg級（高校１年生男子） 

１８ １５歳男子 ＋６５kg級（高校１年生男子） 

１９ １６歳１７歳男子 －７０kg級（高校２、３年生男子） 

２０ １６歳１７歳男子 ＋７０kg級（高校２、３年生男子） 

２１ １５歳～１７歳女子 －５０kg級（高校１～３年生女子） 

２２ １５歳～１７歳女子 ＋５０kg級（高校１～３年生女子） 

２３ １８歳～３４歳男子 －７５kg級 

２４ １８歳～３４歳男子 ＋７５kg級 

２５ １８歳～３４歳女子 －５５kg級 

２６ １８歳～３４歳女子 ＋５５kg級 

２７ ３５歳～４４歳 －７５kg級（試合当日の時点で３５歳以上４４歳以下） 

２８ ３５歳～４４歳 ＋７５kg級（試合当日の時点で３５歳以上４４歳以下） 

２９ ４５歳～４９歳 －７５kg級（試合当日の時点で４５歳以上４９歳以下） 

３０ ４５歳～４９歳 ＋７５kg級（試合当日の時点で４５歳以上４９歳以下） 

３１ ５０歳以上男子 －７５kg級（試合当日の時点で５０歳以上） 

３２ ５０歳以上男子 ＋７５kg級（試合当日の時点で５０歳以上）  

３３ ３５歳以上女子 －５５kg級（試合当日の時点で３５歳以上） 

３４ ３５歳以上女子 ＋５５kg級（試合当日の時点で３５歳以上）  

※組手各クラスの出場者人数によってカテゴリー調整をします 

 
 

 

 

 



＜I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合 出場申込書＞ 

 

私議、２０１８年９月２２日に開催される「I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合」の出場にあた

り、本大会の試合規定に従い正々堂々技を競い合うことを誓います。また、健康診断を受けるなどの体調管理におい

ては自分で責任を持ち、万一負傷及び事故等が生じた場合でも、主催者・所属支部に対し一切の責任を問いません。

試合規定に違反し失格になった場合にも主催者に対し、異議及び出場申込料の返還などを申し立てません。 

 

 

２０１８年     月    日                 氏 名                印 
 
 

※未成年者のみ 保護者                印 
 

クラスNo.  クラス名  

 

ふりがな  生年月日（西暦）  年   月   日 

氏  名  
年齢・学年 

(2018年9月22日現在) 

歳    

年生   

所属支部・道場名               支部          道場 段・級位 段 / 級  

総本部会員No.  

身長 cm 体重     Kg  

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 
 加入 ・ 未加入 

※未加入の場合は試合に出場できません 

現住所 

〒 

    

電話：     

緊急連絡先 

〒 

 

電話： 

 

 

 

･･･････････････････････････････････････････ ※太線の枠内も申込者が記入して下さい ･･････････････････････････････････････････････ 

組み合わせ用短冊(太線の枠内に記入して下さい)  

ﾌﾞﾛｯｸ 氏名・本部登録会員番号 身長 体重 段・級 出場ｸﾗｽ 出場ｸﾗｽ内 

優先順位 

支部名・道場 大会実績 

 ﾌﾘｶ゙ ﾅ 

cm kg 

 

 

級 

 

 

段 

No(         ) 
 
 
 
 
 
 
 

の部 

 

 

 

 

 

 

     

位 

支部名 

 

 

 

道場名 

 

          

本部登録会員番号 

(           ) 

※申込選手の選考がありますので、【クラス内優先順位】を間違いの無い様ご記入ください。 



支部クラス別申込選手優先順位確認書 

支部名                
◎確認書の提出方法 ＦＡＸにて：03－6452－5774  
●支部申込選手の優先順位をご記入下さい。 
※申込選手無しの場合 →支部名および「申込選手無し」と記入し返信してください。 
  

№ クラス名 優先順位 選手氏名 選手会員番号  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

※足りない場合はコピーしてご使用ください。 
 
 

●確認書提出締切日８月 2３日（木）。 
※出場申込者リストに名前の記載が無い大会参加申し込みは、一切受け付け致しませんので記載漏れの無い様 
お願いします。 

※申込選手の選考がありますので、優先順位に間違いの無い様お願いいたします。 



 

I.K.O.セミコンタクトルール 
２０１８首都圏交流試合 

 
 
 

―支払通知書― 
 

    支部名                 
 
 

組手       人    ￥            

 

 

            合計 ￥            

 

 

◎振込支払日   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８月２３日（木）までに大会運営事務局

までFAXにてご送付ください。 
送付先  

ＦＡＸ：03－6452－5774 

振込先 
料金は８月３０日（木）までに支部一括で

指定の口座へお振込ください 
三菱ＵＦＪ銀行  
西池袋支店：普通預金0987012 
国際空手道連盟極真会館  
 
 



 

  I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合 各部門出場資格規定及び試合規定                  

 
各部門（学年） 1年生～中学生 

年齢規定 満６歳～１４歳（２０１８年４月１日時点の年齢） 

出場資格  

階級区分 １年生～中学生まで体重無差別 

試合時間 １分３０秒 

３位の決定 ３位２名同列 

試割り なし 

 

各部門（学年） 高校生 

年齢規定 満１５歳～１７歳（２０１８年４月１日時点の年齢） 

出場資格  

階級区分 
１５歳男子－６５㎏／＋６５㎏ 
１６歳１７歳男子－７０㎏／＋７０㎏ 
１５歳～１７歳女子－５０㎏／＋５０㎏ 

試合時間 ２分 

３位の決定 ３位２名同列 
試割り なし 

 

各部門 一般男子・一般女子 

年齢規定 満１８歳～３４歳（試合当日の年齢） 

出場資格  

階級区分 
一般男子－７５㎏／＋７５㎏ 
一般女子－５５㎏／＋５５㎏ 

試合時間 
〈予   選〉２分 
〈準決勝以降〉３分 

３位の決定 ３位２名同列 
試割り なし 

 

各部門 壮年男子・壮年女子 

年齢規定 満３５歳以上（試合当日の年齢） 

出場資格  

階級区分 

３５歳～４４歳－７５㎏／＋７５㎏ 
４５歳～４９歳－７５㎏／＋７５㎏ 
５０歳以上男子－７５㎏／＋７５㎏ 
３５歳以上女子－５５㎏／＋５５㎏ 

試合時間 １分３０秒 

３位の決定 ３位２名同列 
試割り なし 

※各カテゴリー出場者人数４名～７名は２位まで表彰。8名以上は３位まで表彰。3名は優勝のみ表彰 

※各カテゴリーの出場選手の人数によって、クラス分けの調整をします。 

 

 

 

 

  



 

 I.K.O.セミコンタクトルール２０１８首都圏交流試合 各部門サポーター類装着規定 

 
≪一般・壮年男子≫              ≪一般・壮年女子≫ 

    
 
≪６歳（小学１年）～１７歳（高校３年）男子≫  ≪６歳（小学１年）～１７歳（高校３年）女子≫ 

    
 

※男女共、道着の下に白無地Tシャツを着用する事 

※防具類等は各自が用意して使用する事 

・ヘッドガードは主催者が用意した物を使用、又は既製品 

・胴プロテクターは公認品となります。(貸出有り) 

・女子は胴プロテクターの下にチェストガード（公認品）を装着します（５歳～９歳は任意） 

・高校生以上の拳サポーターも小中学生が使用している公認品となります 

 

【サポーター類の購入方法】 

公認品・・・・・各支部よりオーダーシートにてご注文下さい。一撃カスタマーセンター FAX ０１２０−５１２−１８４ 

既製品・・・・・お近くのスポーツ店にて購入ください。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

部門 一般・壮年男子 
ヘッドガード 主催者用意又は既製品を各自用意 
胴プロテクター 主催者用意又は公認品を各自用意 
ファウルカップ 既製品 
拳 公認品 
ヒザ ― 
スネ 公認品 
チェストガード ― 
下腹部ガード ― 

部門 一般・壮年女子 
ヘッドガード 主催者用意又は既製品を各自用意 
胴プロテクター 主催者用意又は公認品を各自用意 
ファウルカップ ― 
拳 公認品 
ヒザ ― 
スネ 公認品 
チェストガード 公認品 
下腹部ガード 公認品 

部門 ５歳～１７歳男子 
ヘッドガード 主催者用意又は既製品を各自用意 
胴プロテクター 主催者用意又は公認品を各自用意 
ファウルカップ 既製品 
拳 公認品 
ヒザ ― 
スネ 公認品 
チェストガード ― 
下腹部ガード ― 

部門 ５歳～１７歳女子 
ヘッドガード 主催者用意又は既製品を各自用意 
胴プロテクター 主催者用意又は公認品を各自用意 
ファウルカップ ― 
拳 公認品 
ヒザ ― 
スネ 公認品 
チェストガード 公認品（５歳～９歳女子は任意） 
下腹部ガード 公認品（５歳～９歳女子は任意） 



 
●大会申込手順 
①選手申込（郵送） 

大会参加申込は、支部長または道場責任者は 8 月２３日（木）までに 「出場選手人数確認書」「出場申込書」

を極真会館総本部道場(〒171-0021 東京都豊島区西池袋２－３８－１ ℡ 03-5992-9200)にご郵送くださ

い。 

②「支部申込選手支払通知書」、「出場選手人数確認書」、「支部クラス別申込選手優先順位確認

書」の提出 
 FAX にて提出してください。 

 締切日：８月２３日（木）必着 

※申込選手がいない場合も「申込選手無し」と記載し、送付くださいますようお願い致します。 

  ＦＡＸ：03－6452－5774 
 ※段・級位は 月末日までに会員管理部に登録してある段級位を採用しています。又、大会当日に使用する

帯は会員管理部が登録発行した最新の帯を使用しても構いません。 

③選手申請料の振込について 
 ・組手競技 ：全クラス ５，０００円 

 各種お支払いは支部一括、支部名義で指定の銀行へお振込み下さい。 

◇ 振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 西池袋支店 普通預金 ０９８７０１２ 国際空手道連盟 極真会館 

◇ 振込期日：８月３０日（木）厳守 

◇ ※お振込の際は必ず支部支払通知書ご送付下さい。総本部経理課 FAX０３—６４５２—５７７６ 

④欠場、申込内容訂正について 
 申込み締切り後、申込選手とセコンドリストを送付しますので申込内容をご確認の上、欠場、訂正などござ

いましたらメールにてご連絡ください。締め切り後の申し込みの追加はお受けできません。 

 総本部事務局 TEL：０３—６４５２—５７７７ 

●申込みについて 
① 誤記や申込資格について誤りがあった場合は失格となります。又大会開催中に悪質な行為が発覚した場合は失格となります。

その際参加料は返金致しません。 

② 青少年の出場申請は２０１８年４月１日時点の年齢を記載してください(実施クラス一覧参照) 

③ 大会の模様は雑誌、映像等に使用する場合があります。あらかじめご了承ください。 

⑤ 応募人数多数の場合は選考がありますのであらかじめご了承ください。 

※誤記や申込資格について誤りがあった場合や大会開催中に悪質な行為が発覚した場合は失格となります。 

●会員証・年会費についての問い合わせ会員制度推進本部 

電話０３−６４５２−５６６６ FAX０３−６４５２−５６６７ 不明な点は FAX 等で支部一括にてご連絡下さい。 

 

 

各申し込み締め切り一覧 

・選手出場申込書送付締切 ８月２３日（木）迄 郵送 総本部道場（〒171-0021 東京都豊島区西池袋２-３８-１）  

・支部選手支払通知書  ８月２３日（木）迄 FAX：03—6452—5774 

・支部クラス別申込選手優先順位確認書 ８月２３日（木）迄 FAX：03—6452—5774 

・申請料、支部一括振込 ８月 30 日（木）迄 銀行振込み 

  


