
第 14回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会の申し込みについて 

 

仲秋の候、皆様におかれまして益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、2020年 12月 20日（日）国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第 14回 JKJO全日本

ジュニア空手道選手権大会」の大会申込書が出来ましたのでお知らせ致します。尚、貴道場の全日本 

ジュニア空手道選手権大会出場権獲得者の方々へ大会要項及び出場申込用紙を必要枚数コピーもしく

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

確認のうえ所属地区事務局へ送付及びデータ送信をお願いします。 

 

1.出場資格    ①JKJO全日本大会前年度優勝者 

②各地区選抜大会、及び指定大会での代表権獲得者。 

        (https://karate-jkjo.jp/wp-content/themes/jkjo/pdf/2020_daihyo0921.pdf)  

 

2.提出書類  第 14回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 大会出場申込書 

         ※申し込み書類の不備・記載ミスに注意してください。 

 

3.大会参加費 8,000円 ※参加費はシクミネットをご利用頂き、お支払い下さい。 

 

4.データ送信 道場別出場者リストを道場単位で各地区事務局へメールにてお送りください。 

エクセルデータは JKJOホームページからダウンロードできます。 

※申し込みデータの不備・記載ミスに注意してください。 

 

5.締切日   2020年 10月 26日（月）各地区事務局 必着 

               

6.注意事項  組み合わせの関係上、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、11月 18日以降いかなる理由があっても受け付けません。 

 

 

JKJO本部事務局 



大会要項

2020年12月20日（日）

各部前売り券　　指定席　1,650円　、自由席　1,100円

*新型コロナ感染防止対策として1部と2部を完全入替制とさせて頂きますことご容赦下さい。
*その都度、チケットが必要となります。
*小学生以下の方は自由席のみ無料・チケット不要です。
*入場チケット　(11月中旬以降チケット販売予定。販売期間等の詳細はホームページに掲載致します。)

一般社団法人JKJOフルコンタクト委員会(11月1日より名称が一般社団法人全日本空手審判機構となります。)
スポーツ庁、独立行政法人日本スポーツ振興センター（各申請中）
公益社団法人全日本フルコンタクト空手道連盟

8,000円 【参加費はしくみねっとによる支払いとなります。】
https://c2.members-support.jp/karate-jkjo/　　[ID,パスワード入力→イベント情報→イベント申込→支払い]
全日本ジュニア空手道選手権大会 前年度優勝者、　JKJO指定大会・各地区選抜大会の代表権獲得者

・ヘッドガード（※金網・赤マジックテープ付き） 【JKJO指定飛沫防止用フェイスシールドを装着のこと】

・拳サポーター、スネサポーター: JKJO指定品（一部新極真会指定防具も可）

・胸サポーター（3年生以上女子義務、2年生以下は着用禁止）
・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。
・赤ひもは各自でご用意下さい。

　 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。

JKJOジュニアルール（別紙参照）

幼年～高校生 学年別・男女別のトーナメント制　

小学３年男子
　軽量２７ｋｇ未満 　重量２７ｋｇ以上
小学４年男子 小学４年男子 小学4年女子
　軽量３０ｋｇ未満   重量３０ｋｇ以上  重量３０ｋｇ以上
小学５年男子 小学５年男子 小学５年女子
　軽量３５ｋｇ未満   重量３５ｋｇ以上  重量３５ｋｇ以上

小学６年男子 小学６年女子
　軽量４０ｋｇ未満   重量４０ｋｇ以上  重量４０ｋｇ以上

体重別クラス(小学3～6年生･中学生･高校生)は本大会申込み時点の体重で出場階級を選択してください。

 *例）予選大会時に軽量の部で代表権を獲得した選手が、成長により体重増加したため本大会で重量の部へ参加可。

大会当日までの成長を考慮し出場階級を選択してください。(例年計量オーバーによる失格者が数名います。）

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。
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　サポーター類　※防具の貸出は致しません。

*出場団体代表者様へ自由席1枚を進呈致します。

〒150-0041　東京都渋谷区神南2-1-1　☎ 03-3468-1171

[27]　中学2～3年男子57kg以上

[28]　中学1年女子　43kg未満 [29]　中学1年女子　43kg以上

[38]　高校女子　55㎏以上
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幼児女子

[25]　中学2～3年男子47kg未満 [26]　中学2～3年男子57kg未満

[37]　高校女子55ｋｇ未満

　第14回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

小学５年女子
軽量３５ｋｇ未満
小学６年女子
軽量４０ｋｇ未満

中学1年男子　42kg未満 [23]　中学1年男子　52kg未満 [24]　中学1年男子　52kg以上
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小学２年女子小学２年男子

小学３年女子
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【入場ﾁｹｯﾄ】

[32]　中学2～3年女子50kg以上

[33]　高校男子　60㎏未満 [34]　高校男子　７０㎏未満 [35]　高校男子　７０㎏以上

[10]

＊前日計量は、2020/12/19(土)15～17時に国立競技場代々木第一体育館で行います。

[36]　高校女子　48㎏未満

[30]　中学2～3年女子43kg未満 [31]　中学2～3年女子50kg未満

[14]

【 参加資格 】
【 持 ち 物 】

【 ル ー ル 】

【  階   級  】
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幼児男子

・膝サポーター（3年生以上義務）※JKJO指定品

第1部　幼児～小学4年生・高校生　　開場・選手受付計量　AM9:00　　試合開始　AM10:00
第2部　一般・小学5年生・小学6年生・中学生　　開場・選手受付計量　AM12：00　試合開始　PM1:00

【文部科学大臣賞】　同大会のMVPには文部科学大臣賞が授与されます。男女1名ずつ頂けるように申請中です。

軽量３０ｋｇ未満

各部当日券　　　指定席　2,000円　、自由席　1,500円

【計　量】

　　　(但し関東地区最終選抜は除きます。)

【  日   時  】

【  会   場  】

【  主   催  】
【  後   援  】

【参  加  費】

*出場選手1名につき自由席１枚を進呈致します。　　
*出場選手は事前に送付された選手PASSが自由席チケットの代わりとなります。

出
場
ク
ラ
ス

[7]

小学１年女子

[16]

[12]



大会要項

＊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。

＊参加選手は試合当日受付時に健康観察表を提出して下さい。

＊参加選手は必ず事前にスポーツ保険に加入してください。　

＊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の方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。

＊JKJO代表ワッペンは本年度のみ右袖に縫い付けて出場参加してください。ALL-JAPAN強化選手ワッペンも可。

＊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での出場者は失格となります。

＊如何なる理由でも一度納入頂いた参加費は返却できません。

①参加申込書は各道場単位でまとめて各地区の事務局へ送付して下さい。

＊一度納入頂いた参加費の返金はいかなる場合もお受けできません。

②出場選手一覧表（エクセルデータ）を道場単位で各地区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https://fcc.karate-jkjo.jp/taikai-info/index.html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にご注意下さい。

③参加費支払いはシクミネットによる参加費入金(システム手数料330円は選手負担となります。)でお支払い頂けますよう

お願い致します。申込締切日までにご入金が確認されない場合は申込対応できなくなりますのでご注意ください。

※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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※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

0561-85-3195

関西地区 飛心会

一進会 097-552-9929

関東地区 080-5437-7558

090-8264-8515
E-mail　　tent-n@bz03.plala.or.jp
〒242-0004　神奈川県大和市鶴間2-13-30西田ビル2階

カラテスクール
フルコンタクト

地区名 地区事務局 TEL

北海道地区 水滸會丈夫塾 011-712-1110

住　所　・　メールアドレス

〒408-0021　山梨県北杜市長坂町長坂上条3104－4

【締切日】

中国地区 戦士會 0865-54-9003

四国地区 流心館 0877-25-2345

〒714-0101　岡山県浅口市寄島町16091-100
E-mail　　momotaka@space.ocn.ne.jp

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

〒763-0047　香川県丸亀市西本町2-5-2
E-mail　　ryushin@isis.ocn.ne.jp
〒870-0921　大分県大分市萩原4-15-6
E-mail　　isshin.spirit@tiara.ocn.ne.jp

2020年10月26日 （月）　各地区事務局　必着

E-mail　　jkjo.kanto@gmail.com

〒921-8005　石川県金沢市間明町2丁目67番地

〒489-0879　愛知県瀬戸市瘤木町77
E-mail　　kobushiya@k-otokojuku.com
〒561-0864　大阪府豊中市夕日丘1-4-20-107
E-mail　　info@hishinkai.com

〒065-0011　北海道札幌市東区北11条東5丁目1-12
E-mail　　info@k-world.jp
〒999-3511　山形県西村山郡河北町谷地辛2093
E-mail　　info_shishinkaikan@yahoo.co.jp

※10月31日（土）関東地区選抜大会の代表権を獲得した選手は大会当日、会場にて申込みを受付けますので写真と参加
費を事前に準備しておいて下さい。

中部地区 男塾

九州地区

(一社)JKJOフルコンタクト委員会　　本部事務局

090-8986-5215

北陸地区 極真会館浜井派

甲信越地区 北晋寺西道場 0551-32-6926
E-mail　　teranishi-dojo@mx5.nns.ne.jp

【申込方法】

【注意事項】

東北地区 至真会館 023-772-2901



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。

＊1

＊本大会の申込みにはシクミネットによるユーザー登録(選手個人登録)とイベント申込対応が必要となります。

大会結果（入賞のみ）
大会入賞歴

〒　　　　　-

＊1.シクミネットログインID(会員番号)はシクミネット新規ユーザー登録(選手個人登録)の際に発行される番号です。

級段位

学校所在地

日

指定大会の繰上がりに
よる代表権獲得の有無

有　　・　　無
繰上げによる獲得者は有に〇

年　齢

の大会入賞歴

を除くJKJO関係

開催日 大会名：JKJO全日本、指定大会、地区選抜のみ記入

（〒　　　　　－　　　　　　　　　　）

氏 名

2019年度開催

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

代表権獲得大会

幼児

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

高校

大 会 結 果

所属道場名

所在地
（ゼッケン送付先）

団体責任者氏名　

連絡先携帯番号

印

縦4cm×横3cm

(無地背景）

（〒　　　　　－　　　　　　　　　　）

性別

男
･
女

選手住所

歳

※写真裏に氏名･階級

※女子のインナーは

※ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰｽﾞ不可

*選手名とともに学校名・都道府県名がﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに掲載され、所属道場名は記載されません。

身 長 ｃｍ　 体 重 ｋｇ　

階   級 出場階級番号

          年　　　ヶ月 空手修行歴

級 ・ 段 

　　　第　　　　　　　　　　位

優勝・準優勝・第３位・ベスト8賞

出場階級名

学校名

開催

2020年度開催

スポーツ保険
加入　・未加入

※未加入は参加不可です。

フ リ ガ ナ

大 　会 　名

大会開催日

年生

  パンフレット記載
※記入必須

年 月

平成　　　 　　　年　 　　　　月　　 　　　日生

代表権獲得大会

 ※パンフレットに記載されます。正式名称で記入。例：○○市立○○小学校 (  年中 ・ 年長  )

小学

中学
学　年

T　E　L 　　　　　　　（　　　　　　　）　

位地区

生　年　月　日

シクミネット

ログインID

選手保護者氏名

No

第14回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会 大会出場申込書

※事務局記入欄のため記入しないでください

2020年　　　　　月　　　　　日

※空手着着用

のりつけ

※全面に糊付け禁止

　白のみ

印　　

写　真

1. JKJO加盟道場

2. JKJO非加盟道場



新型コロナウィルス感染症に関する問診票（選手用） 

大会を安全に開催するための問診となります。 

体調不良など以下の質問のいずれかに該当する場合出場不可となります。 

新型コロナウィルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。 

1. 本日の体温  (37.5度以上の発熱は出場不可となります。)

2. 呼吸困難、倦怠感、高熱などの症状がありますか？ はい いいえ はい いいえ

3. 咳、頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害などがありますか？ はい いいえ はい いいえ

4. 家族の方で新型コロナウィルスに感染された方がいますか？ はい いいえ はい いいえ

5. 新型コロナウィルス濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？ はい いいえ はい いいえ

6. 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ はい いいえ

7. 65才以上ですか？ はい いいえ

付き添い 選手

　　　　　　　℃ 　　　　　　　℃

 

今大会におきましては、新型コロナウィルス感染拡大防止対策に万全を期して開催いたします。 

万が一感染された場合主催者側に一切の責任を問いません。 

     年     月     日 

名前（当日会場に入場される方） 

（選手） 

 （保護者） ㊞ 

住所 

電話番号 

※大会当日必ずご提出ください。 

持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります。 


