
宜野湾市立体育館（沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2-1）

今大会は下記指定大会の沖縄代表決定戦となります

2019年5月26日（日） 09：00 開場受付 10：00 開会式

空手道場にて修行中の大人から子供まで約５００名（予定）
※フリーでの参加は認めません

〒901-2223沖縄県宜野湾市大山1-14-25-2F
白蓮会館沖縄支部あて
電話：098-898-0631

２０１９年４月１３日（土曜）必着まで

全クラス￥５，０００
※保険は各自で加入してください

白蓮沖縄大会実行委員会

NPO法人　国際空手拳法連盟
WKO世界組手連盟JAPAN　沖縄ブロック

ファイティングオープントーナメント２０１９

ＪＡＣ出場権利：
●4名未満のトーナメント→優勝者のみ
●4名以上のトーナメント→決勝進出者

対象クラス：
●ジュニア部門ＪＡＣ選抜クラス
●一般上級クラスに出場の高校生 

第3回ジャパンアスリートカップ（Ｊ.Ａ.Ｃ）

道場ごとにまとめて申込用紙と出場費を現金書留で送付のうえ
ＷＥＢサイトにて各道場単位で選手データを登録してください
（ＷＥＢ登録方法は別紙参照）
※ＷＥＢ登録が難しい場合は代行入力承ります

【申込方法】



①「大会にエントリーする」をタップ
②「エントリーを続ける」をタップ
③「今回初めて利用する」をタップ
④必要事項を入力して登録する
⑤団体名を入力して必要事項を入力する
⑥大会の概要を確認する
⑦一番下の「エントリー画面に戻る」をタップ
⑧「各部門の選手名簿を編集する」をタップ
⑨出場クラスを選択して選手データを登録をする
⑩次の選手のデータを登録する場合は
　「名簿一覧・確認画面に戻る」をタップして
　8～ 10 の作業を繰り返す
⑪「大会エントリー画面に戻る」をタップ
⑫「運営本部への提出確認画面へ」をタップ
⑬登録内容を確認して「提出する」をタップ

①「大会にエントリーする」をタップ
②「エントリーを続ける」をタップ
③「過去に利用したことがある」をタップ
④ログインしてください
⑤団体名を選択する
⑥大会の概要を確認する
⑦一番下の「エントリー画面に戻る」をタップ
⑧「各部門の選手名簿を編集する」をタップ
⑨出場クラスを選択して選手データを登録をする
⑩次の選手のデータを登録する場合は
　「名簿一覧・確認画面に戻る」をタップして
　8～ 10 の作業を繰り返す
⑪「大会エントリー画面に戻る」をタップ
⑫「運営本部への提出確認画面へ」をタップ
⑬登録内容を確認して「提出する」をタップ

WEBによる道場・選手データ登録のお願い

初めて利用する場合

代行入力を依頼する場合（代行入力手数料　選手１名につき￥100）

過去に利用したことがある場合

WEB登録QRコード

団体名（漢字）

団体名（かな）

略称４文字以内

担当者氏名（漢字）

担当者氏名（かな）

担当者携帯番号

担当者Ｅメール

責任者氏名（漢字）

責任者氏名（かな）

責任者　郵便番号

責任者　住所

活動地域（都道府県）

活動地域（市町村）

希望のパスワード

スマホ・タブレット
ＰＣから簡単入力

ジャパンアスリートカップで使用し、各流派の先生方や保護者から大好評頂いた
運営システムを導入します。
・参加団体が直接入力するので、選手データの正確性が向上しエントリー間違い
　やデータ間違いを防げます。
・お手元で選手名簿を管理して頂けるので、エントリー忘れが無くなります。 
・過去の実績によるシード優先順位の選出後、運営システムの抽選により偏りの
　ない公平なトーナメントが作成されます。
・試合結果がリアルタイム更新され所属選手の勝ち上がりが確認できます。
・2回目からは前回の入力データを利用できるので効率化します。
・参加道場にてWEB登録が難しい場合は代行入力を承りますので、必要事項を
　記入のうえ提出お願いします。
ご理解ご協力よろしくお願いします！



金的カップ 足サポータおやじクラス（上級）
金的カップ

胸カップ△ 足サポータ
金的カップ 足サポータ 拳サポータ ヘッドギア

ヘッドギア△

胸カップ× 足サポータ 拳サポータ ヘッドギア幼年女子・小1女子・小2女子
胸カップ△ 足サポータ 拳サポータ ヘッドギア

拳サポータ

小3以上女子・中学女子・大人部門女子（新人戦）

金的カップ 足サポータ

※ヘッドギアについては主催者側が用意する。決勝戦はヘッドギアを装着しない。

一般男子（上級）

大人部門女子（上級）

一般男子（新人戦）・おやじクラス（新人戦）
幼年男子・小学男子・中学男子

※女子の胸カップはブラジャータイプのものに限り着用を認める。（別紙参照）
※全クラスを通じて腹部が隠れるプロテクターの着用は禁止。
※プロテクターは布製サポーターに限る。極端に薄い物やクッション性の低い物は認めません。

D.反則は悪質なものを除いて注意が与えられ、注意２で減点１、減点２で失格となる。

A.頭突き、手、肘による顔面攻撃。
B.股間への攻撃、ダウンした相手を攻撃、背後からの攻撃。
C.相手をつかんだり投げたりすること。（つかみ・ひっかけも一切不可）

　 場外注意は注意３で減点１、注意５で失格となる。

A.手による顔面、股間以外への攻撃は全て有効。
B.足による股間以外への攻撃は全て有効。
但し、上段ヒザ蹴りは一般男子（上級・中級）・一般女子（上級）・おやじクラス（上級）のみ有効。

なお、審判長の裁可によりドクターストップ、試合中止もありうる。
判定の優先順位は、１本勝ち＞技有り＞減点＞ダメージ＞手数＞積極性　とする。
判定は、１本勝ち、技有り（２本で合わせ１本勝ち）、判定勝ち、反則ないし失格により判定される。

（△は任意）

ジュニア部門男女・壮年男子（51才以上） 一般男女（新人戦）・壮年男女（上級・新人戦） 一般男女（上級）
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〒（　　　　－　　　　　）　TEL（　　　　）　　　　－

〒（　　　　－　　　　　）　TEL（　　　　）　　　　－

西暦

◎締め切り：２０１９年４月１３日（土曜）必着まで ◎参加料５,０００円

主な戦績

所属道場

満 才 男 ・ 女生年月日 年齢・性別

２０１９年　　　　　月　　　　　日　
選手写真

１枚

タテ４㎝×ヨコ３㎝

脱帽・胸から上

フリガナ

（１８才未満のみ）

選手氏名

保護者氏名

代表者氏名

年　　　　　ヶ月

修行年数

段・級位

年 日

身 長

体 重

選手住所

代表者住所
段・級

ｃｍ

ｋｇ

　　　　月

・ジュニア部門 初級は初めて試合に出場するレベルのクラス（目安：修行年数1年未満）
・ジュニア部門 中級は新人戦で入賞するレベルのクラス（目安：修行年数2年未満）
・ジュニア部門 上級は県大会出場レベルのクラス
・大人部門の初級は初心者レベルを対象とする。（目安：修行年数2年未満）
・大人部門の中級は黒帯以下のクラスとする。（目安：修行年数2年以上）

・学年・年令は大会当日のものとする。（新学年で記入）
・体重制限のあるクラスは前日および当日計量があります。
・頭髪の脱色・毛染め、ピアス等を付けての出場は失格となります。
・試合中の怪我や事故につきましては、主催者は一切責任を負いません。
・スポーツ保険は選手各自にてご加入ください。

あり・なし

注
意

出場クラスを〇で囲む

201９ 全沖縄空手道選手権大会

私議、上記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々競技することを誓います。
また、本大会中における負傷・事故につきましては、主催者側にその責任の一切を問いません。大会実行委員長　殿

変更：あり・なし

※ 参加人数が少ないクラスは統合になる場合があります。
※記入もれ、エントリー間違いは失格となります。

ジ
ュ
ニ
ア
部
門

大
人
部
門
（
高
校
生
以
上
）

中学生重量級
初級 中級初級 中級

中学生中量級
初級 中級

中学生軽量級
初級 中級初級 中級

小学4年

小学5年

小学6年

中級

中級

中級

初級
上級一般女子53kg未満

中級

初級

中級

初級
上級一般男子75kg以上

初級
上級一般男子75kg未満

初級
上級

上級

一般男子65kg未満

一般女子53kg以上

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

幼年

小学1年

小学2年

小学3年

女子男子
上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜+47kg上級JAC選抜+55kg

上級JAC選抜-55kg

上級JAC選抜-47kg上級JAC選抜-45kg

上級JAC選抜上級JAC選抜

上級JAC選抜上級JAC選抜

上級JAC選抜上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜

上級JAC選抜

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

初級 中級

日時：2019年5月26日
会場：宜野湾市立体育館

上級

上級

上級

上級

70kg未満 70kg以上

70kg未満 70kg以上

70kg未満 70kg以上

おやじ35～42才

おやじ43～50才

おやじ51才以上

レディース
（35才以上）

中級

中級

中級

初級

中級

初級

初級

初級

新人戦

新人戦


