
JKJO加盟団体代表者各位 

 

第 14回 JKJO全日本空手道選手権大会 

第 2 回 JKJO全日本シニア空手道選手権大会のご案内 

 

拝啓 梅雨の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを

いただき、厚く御礼申し上げます。 

 2022 年 10 月 2 日（日）東和薬品 RACTAB ドーム(大阪府立門真スポーツセンター)にて

開催される「第 14回 JKJO全日本空手道選手権大会」及び「第 2回 JKJO全日本シニア空

手道選手権大会」の大会申込書をお送りさせて頂きます。 

 下記の通り各大会要項と申込用紙をお送り致しますので多くの方々にご周知頂き、参加し

て頂ければと願っております。尚、大会要項及び提出書類は必要枚数をコピーもしくは、

JKJOホームページよりダウンロード頂き、ご対応頂けますようにお願い申し上げます。書

類をご確認のうえ本部事務局へ送付、及びデータ送信をお願い申し上げます。 

敬具 

                                         

1.送付内訳 

 ①大会のご案内 

 ②第 14回全日本空手道選手権大会 大会要項 

 ③第 14回全日本空手道選手権大会 申込用紙 

 ④第 2回全日本シニア空手道選手権大会 大会要項 

 ⑤第 2回全日本シニア空手道選手権大会 申込用紙 

 ⑥JKJO全日本空手審判機構 試合規約 

 ⑦2022全日本大会・協賛広告募集のご案内 

 

2.申込締切日   2022年 7月 11 日（月）本部事務局 必着 

 

3.注意事項  組合せの関係上、締切日以降のお申し込みはできません。 

        大会出場申込書、道場別出場者リスト（エクセルデータ）の記載ミスによ 

        る訂正変更などは組合せ以降受け付けることができませんのでご注意 

下さい。【大会組合せ予定 7月 19日㈫】 

 

 

2022年 6月吉日 

一般社団法人全日本空手審判機構 本部事務局 

〒206-0823東京都稲城市平尾 1-39-18 

サイレントパーク 6棟 201号室 

☎ 042-315-7958   FAX 042-202-0025 

(Mail) jimukyoku@karate-jkjo.jp 



2022年 10月 2日（日） 開場・選手受付計量

開会式

一般社団法人　全日本空手審判機構

JKC個人登録選手　12,000円

JKC個人未登録選手　13,000円

・ファールカップ（ズボンの下に着用、女子の胸ガードはTシャツの下に着用）

・女子選手が空手着の下に着用するTシャツは白色（ワンポイントデザイン可）

・男子選手はTシャツは着用しないこととする。

　 上記の指定された防具を着用していない選手は出場をお断りさせて頂きます。

・赤ひもは各自でご用意下さい。

全日本空手審判機構・一般ルール(別紙参照)       【試合時間】　本戦、延長、再延長(準決勝以降)　各2分

【出場資格】

*抗原検査の結果が陰性であること。

①一般男子軽量級（60kg未満）②一般男子軽中量級（65kg未満）③一般男子中量級（75kg未満）④一般男子重量級（75kg以上）

⑤一般女子軽量級（50kg未満）⑥一般女子中量級（55kg未満）⑦一般女子重量級（55kg以上）

①参加申込書と参加費を各団体、各道場単位でまとめて現金書留でJKJO本部事務局へ送付して下さい。

②出場選手一覧表（エクセルデータ）を道場単位でJKJO本部事務局へメールにてお送り下さい。

エクセルデータはJKJO公式ホームページよりダウンロードして下さい。

＊エクセルデータの内容がそのままパンフレットへ掲載されます。入力内容にお間違いないようご注意下さい。

一社）全日本空手審判機構　本部事務局  〒206-0823　東京都稲城市平尾1-39-18サイレントパーク6棟201号室

選手の皆様は抗原検査の陰性証明（費用各人負担）が必須です。

抗原検査を行います。詳細確定次第別途ご案内します。

出場選手は前日または当日のどちらかで計量を行ってください。

服装の重さを考慮し、500g(0.5kg)まで許容致します。

 *計量の服装は、上：Tシャツ、下：空手着で行います。

 *計量は、"○○kg未満の部"に出場する選手です。

　当日計量は、開場～開会式前まで可です。

＊大会情報をJKJOホームページにてその都度ご連絡致しますので各自でご確認下さい。

＊選手とセコンドは大会の2週間前より体温を測り、体調の管理に努めて下さい。

＊当日は引率者も含め、検温を行います。３７．５℃を超える発熱や激しい咳などの症状は欠場下さい。

＊受付は当日入口付近にて、個人受付となります。

＊参加選手とセコンドは試合当日受付時に健康観察表を提出して下さい。

＊大会以前の怪我によりテーピングをする場合は診断書が必要となります。

　テーピングは持参してください。検印がない場合は取り外しとなります。

＊大会での怪我によりテーピングを施す必要がある場合は救護係の指示に従い検印を受けてください。

＊コート入退場時の挨拶を徹底してください。判定時の雄叫び・ガッツポーズは禁止です。

＊ビデオ撮影は観覧席からの撮影のみ可能です。アリーナ内では禁止いたします。

＊アリーナ内へは選手とセコンド以外は立ち入らないでください。守れない場合は道場単位で出場をお断りする

　場合が御座います。

＊アリーナ内への入場は5試合前の選手とセコンドのみとします。

　試合が終了し相手選手との挨拶が済みましたら、速やかにアリーナから退出ください。

＊過度な毛染め、デザイン剃り込みを入れる等、武道にふさわしくない派手な頭髪は失格となります。

＊タトゥーなどは見えないように隠すこと。

＊競技中の事故については、応急処置を行いますが、以後の責任は負いかねますので、スポーツ傷害

　保険へ必ず加入しておいてください。

＊選手とセコンドは大会スタッフの指示に必ず従って下さい。

＊会場施設に駐車場あります。（約321台収容　料金　普通車150円/30分、当日最大料金1,500円）

＊アリーナ内での飲食等は一切禁止されています。観覧席でお願いします。

＊出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名や住所の一部等も含む）は、

　主催者発行の広告・出版物、カタログ、ホームページ等に使用いたします。

＊一旦納入された参加費はいかなる理由でも返却いたしません。また事前に諸事情で出場できなく

　なった場合は必ず本部事務局へご連絡ください。

           ※組み合わせの関係上、各締切日以降のお申し込みは一切受け付けできません。

【大会要項】

第14回 JKJO全日本空手道選手権大会

【計　量】

＊前日計量は、2022/10/1(土)15時～16時30分に同会場で行います。【重量級の選手は必要ありません】

【出場階級】

【締め切り】

14:00（18:00終了予定）

13:00

　・サポーター類(大会試合規約に準ずる)　※防具の貸出は致しません。

【提出先】

＊各階級の優勝者の方にはJKJO強化指定選手空手着を贈呈します。

【  日   時  】

東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)

【空手着贈呈】

　　　　　　    ※電話でのお問合わせは道場代表者のみとさせていただきます

*高校生以上かつ、健康である男女

☎　042-315-7958　　FAX　042-202-0025　　mail　jimukyoku@karate-jkjo.jp

2022年7月11日 （月）　JKJO本部事務局　必着

〒206-0823　東京都稲城市平尾1-39-18サイレントパーク6棟201号室

【申込方法】

エクセルデータ　　メール送信先　jimukyoku@karate-jkjo.jp

【注意事項】

【抗原検査】

【セコンド】

一般社団法人　全日本空手審判機構　本部事務局

【  会   場  】

【  主   催  】

【参  加  費】

大阪府門真市三ツ島３丁目７－１６　　TEL　072-881-3715

【 持 ち 物 】

【 ル ー ル 】

セコンドは1名のみ可。アリーナ内では選手と共に行動して頂くことなります。

【 入場料 】 無料



大会実行委員長　殿

　私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。

　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。

　本大会のオフィシャルで撮影された写真・映像の肖像権は主催者に帰属します。

〒　　　　-　　　　　

出場階級番号 出場階級名

No

大会入賞歴

2022年

第14回ＪＫＪＯ全日本空手道選手権大会 大会出場申込書

(過去2年以内の

（〒　　　　　－　　　　　　　　　　）

JKJO加盟

フ リ ガ ナ

JKC個人登録ID

2022年　　　　　月　　　　　日

のりつけ 所属道場名

道場所在地

（ゼッケン送付先）

団体責任者氏名　

連絡先携帯番号

のりつけ

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

主な大会)

開催年 大会名

2021年

大会結果（入賞のみ）

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

級 ・ 段 

生　年　月　日

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

選手住所

T　E　L 　　　　　　　（　　　　　　　）　 携帯電話 (　　　　　　　)

性別

身 長 ｃｍ　 体 重

氏 名

階   級

スポーツ保険
加入　・未加入

※未加入は参加不可です。

印

ｋｇ　           年　　　ヶ月 空手修行歴

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

級段位

男
･
女

歳

年　齢

西暦　　　 　　　年　 　　　　月　　 　　　日生

1. JKJO加盟道場 2. JKJO非加盟道場

写 真

縦4ｃｍ×横3ｃｍ
※空手着着用

(無地背景）

※全面に糊付け禁止

※写真裏に氏名･

出場階級

※ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰｽﾞ不可

※女子のインナーは

白のみ

写 真

縦4ｃｍ×横3ｃｍ
※空手着着用

(無地背景）

※全面に糊付け禁止

※写真裏に氏名･

出場階級

※ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰｽﾞ不可

※女子のインナーは

白のみ



2022年 10月 2日（日） 開場・選手受付計量

開会式

一般社団法人　全日本空手審判機構

JKC個人登録選手　10,000円

JKC個人未登録選手　11,000円

・ファールカップ（ズボンの下に着用）

・選手はTシャツは着用しないこととする。

　 上記の指定された防具を着用していない選手は出場をお断りさせて頂きます。

・赤ひもは各自でご用意下さい。

全日本空手審判機構・シニアルール(別紙参照)　　【試合時間】　40歳～47歳　本戦2分マスト、48歳～59歳　本戦1分30秒マスト

*大会前日の抗原検査の結果が陰性であること。

①男子シニア(40歳～47歳)軽量級（70kg未満）②男子シニア(40歳～47歳)重量級（70kg以上）

③男子シニア(48歳～59歳)軽量級（70kg未満）④男子シニア(48歳～59歳)重量級（70kg以上）

【年齢早見表】　40歳以上47歳　西暦1974年(昭和49年)10月2日～西暦1982年(昭和57年)10月1日生まれ

　　　　　　　　　　48歳以上59歳　西暦1963年(昭和38年)10月2日～西暦1974年(昭和38年)10月1日生まれ

①参加申込書と参加費を各団体、各道場単位でまとめて現金書留でJKJO本部事務局へ送付して下さい。

②出場選手一覧表（エクセルデータ）を各団体、各道場単位でJKJO本部事務局へメールにてお送り下さい。

エクセルデータはJKJO公式ホームページよりダウンロードして下さい。

＊エクセルデータの内容がそのままパンフレットへ掲載されます。入力内容にお間違いないようご注意下さい。

一社）全日本空手審判機構　本部事務局  〒206-0823　東京都稲城市平尾1-39-18サイレントパーク6棟201号室

選手の皆様は抗原検査の陰性証明（費用各人負担）が必須です。

抗原検査を行います。詳細確定次第別途ご案内します。

出場選手は前日または当日のどちらかで計量を行ってください。

服装の重さを考慮し、500g(0.5kg)まで許容致します。

 *計量の服装は、上：Tシャツ、下：空手着で行います。

 *計量は、"○○kg未満の部"に出場する選手です。

　当日計量は、開場～開会式前まで可です。

＊大会情報をJKJOホームページにてその都度ご連絡致しますので各自でご確認下さい。

＊選手とセコンドは大会の2週間前より体温を測り、体調の管理に努めて下さい。

＊当日は引率者も含め、検温を行います。３７．５℃を超える発熱や激しい咳などの症状は欠場下さい。

＊受付は当日入口付近にて、個人受付となります。

＊参加選手とセコンドは試合当日受付時に健康観察表を提出して下さい。

＊大会以前の怪我によりテーピングをする場合は診断書が必要となります。

　テーピングは持参してください。検印がない場合は取り外しとなります。

＊大会での怪我によりテーピングを施す必要がある場合は救護係の指示に従い検印を受けてください。

＊コート入退場時の挨拶を徹底してください。判定時の雄叫び・ガッツポーズは禁止です。

＊ビデオ撮影は観覧席からの撮影のみ可能です。アリーナ内では禁止いたします。

＊アリーナ内へは選手とセコンド以外は立ち入らないでください。守れない場合は道場単位で出場をお断りする

　場合が御座います。

＊アリーナ内への入場は5試合前の選手とセコンドのみとします。

　試合が終了し相手選手との挨拶が済みましたら、速やかにアリーナから退出ください。

＊過度な毛染め、デザイン剃り込みを入れる等、武道にふさわしくない派手な頭髪は失格となります。

＊タトゥ－などは見えないように隠すこと。

＊競技中の事故については、応急処置を行いますが、以後の責任は負いかねますので、スポーツ傷害

　保険へ必ず加入しておいてください。

＊選手とセコンドの方は大会スタッフの指示に必ず従って下さい。

＊会場施設に駐車場あります。（約321台収容　料金　普通車150円/30分、当日最大料金1,500円）

＊アリーナ内での飲食等は一切禁止されています。観覧席でお願いします。

＊出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名や住所の一部等も含む）は、

　主催者発行の広告・出版物、カタログ、ホームページ等に使用いたします。

＊一旦納入された参加費はいかなる理由でも返却いたしません。また事前に諸事情で出場できなく

　なった場合は必ず本部事務局へご連絡ください。

           ※組み合わせの関係上、各締切日以降のお申し込みは一切受け付けできません。

【大会要項】

一般社団法人　全日本空手審判機構　本部事務局

【出場資格】

【計　量】

【参  加  費】

東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)

【締め切り】

【 入場料 】 無料

第2回 JKJO全日本シニア空手道選手権大会

　　　　　　    ※電話でのお問合わせは道場代表者のみとさせていただきます

*大会当日40歳～59歳の健康な男子であること。

☎　042-315-7958　　FAX　042-202-0025　　mail　jimukyoku@karate-jkjo.jp

2022年7月11日 （月）　JKJO本部事務局　必着

〒206-0823　東京都稲城市平尾1-39-18サイレントパーク6棟201号室

【申込方法】

エクセルデータ　　メール送信先　jimukyoku@karate-jkjo.jp

【注意事項】

【抗原検査】

【セコンド】 セコンドは1名のみ可。アリーナ内では選手と共に行動頂くことなります。

＊前日計量は、2022/10/1(日)15時～16時30分に同会場で行います。【重量級の選手は必要ありません】

【出場階級】

14:00（18時終了予定）

13:00

【提出先】

【  日   時  】

【 ル ー ル 】

大阪府門真市三ツ島３丁目７－１６　　TEL　072-881-3715

【  会   場  】

【  主   催  】

【 持 ち 物 】 　・サポーター(  JKJOオープンフィンガーグローブ、JKJO指定スネサポーター、膝サポーター(任意))　※防具の貸出は致しません。



大会実行委員長　殿

　私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。

　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。

　本大会のオフィシャルで撮影された写真・映像の肖像権は主催者に帰属します。

〒　　　　-　　　　　

JKC個人登録ID

スポーツ保険
加入　・未加入

※未加入は参加不可です。

印

ｋｇ　           年　　　ヶ月 空手修行歴

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

級段位

歳

年　齢

西暦　　　 　　　年　 　　　　月　　 　　　日生

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

主な大会)

開催年 大会名

2021年

大会結果（入賞のみ）

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

階   級 出場階級番号 出場階級名 級 ・ 段 

身 長 ｃｍ　 体 重

T　E　L 　　　　　　　（　　　　　　　）　

2022年　　　　　月　　　　　日

のりつけ
所属道場名

道場所在地

（ゼッケン送付先）

団体責任者氏名　

連絡先携帯番号

のりつけ

No

大会入賞歴

2022年

第2回ＪＫＪＯ全日本シニア空手道選手権大会 大会出場申込書

(過去2年以内の

携帯電話

JKJO加盟

（〒　　　　　－　　　　　　　　　　）

生　年　月　日

(　　　　　　　)

フ リ ガ ナ

氏 名

選手住所

1. JKJO加盟道場 2. JKJO非加盟道場

写 真

縦4ｃｍ×横3ｃｍ
※空手着着用

(無地背景）

※全面に糊付け禁止

※写真裏に氏名･

出場階級

※ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰｽﾞ不可

写 真

縦4ｃｍ×横3ｃｍ
※空手着着用

(無地背景）

※全面に糊付け禁止

※写真裏に氏名･

出場階級

※ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰｽﾞ不可



日　時 2022年10月2日（日）
場　所
主　催 一般社団法人　全日本空手審判機構
＜広告サイズ＞ 発行部数　　1000部（A4サイズ）予定

①表紙裏、裏表紙裏（カラー） ８０，０００円

　　　 ②１ページ（モノクロ） ５０，０００円

③１／２ページ（モノクロ） ３０，０００円

④１／４ページ（モノクロ） ２０，０００円

⑤１／８ページ（モノクロ） １０，０００円

⑥団体名のみ   ５，０００円

⑦選手名と応援メッセージのみ   ５，０００円

申込締切　　　　8月19日(金）必着　　　

※デザインを希望される場合は極力早めにご連絡をお願いします。

代金振込先　　　ゆうちょ銀行　　記号10940　番号25376241

受　付 一般社団法人　全日本空手審判機構　担当　中村
　　　　　　　　　　　〒206-0823　東京都稲城市平尾1-39-18　サイレントパーク6棟201号室

　

1/8P以上お申込みいただきました皆様にはお席をご用意させていただきます。

氏名（会社・道場名）            印

住　所

電　話

FAX     あり 依頼する
(イラレデータ原稿) (写真・ロゴなどのデータあり)

Eメール

御欠席

　全日本シニア空手道選手権大会もより多くの選手の皆様の目標となれば幸いです。

東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)

　　1／2ページ

　　１ページ

（どちらかに〇を付けてください）

　募集いたします。是非ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
　尽きましては、大会パンフレットへの協賛広告、応援する道場の選手たちへの応援広告を広く

大会当日

御出席

　　　　　　　　　原稿広告

記

第14回JKJO全日本空手道選手権大会
第2回JKJO全日シニア空手道選手権大会、大会パンフレット協賛広告申込用紙

データ送信先　　　　　k.nakamura@karate-jkjo.jp

三井住友銀行　港北ニュータウン支店　普通口座　口座番号0625414
名義　一般社団法人　全日本空手審判機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 042-315-7958　　FAX 042-202-0025

1／4ページ 1／8ページ

JKJO全日本大会・協賛広告募集のご案内

　平素は、一般社団法人 全日本空手審判機構にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　この度、「第14回JKJO全日本空手道選手権大会」「第2回JKJO全日本シニア空手道選手権大会」
　を開催する運びとなりました。

　選手たちの活躍は記憶に新しいところです。ジュニアとの同時開催ではなく単独での大会開催により
  先日、開催されましたJFKO全日本フルコンタクト空手道選手権大会においてもTEAM　JKJO

　選手たちがより一層輝ける場所を提供できればと願っております。また、昨年、多くの話題を呼びました

キリトリ




