
全関西空手道
～ ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX ～

選手権大会2023

延長以降はサドンデスルール
（有効 1又は減点 1が課せられた時点で終了）とする。
また、最終延長戦はどちらかに旗をあげるマストシステムとする。

KARATE + ( 一般男子 )

( 本戦1分30秒※マスト )▼マスターズ男子

(本戦2分→延長2分※マスト )▼一般男女［高校生以上］

(本戦1分30秒※マスト )▼マスターズ男子

【開催日時】
【開催場所】 【出場料】フルコン         ▶ 8,000円 Wエントリー  

▶15,000円カラテプラス   ▶ 8,000円

【 主 催 】

★がついたクラスの選手は、当日受付時に体重オーバー
　の場合は、減点又は失格となります。

◉人数不足等でトーナメントが組めないクラスは事前了解のもと階級合併、ワンマッチまたは、中止となる場合があります。
◉個人情報 :  申込用紙に御記入頂いた個人情報に関しましては、大会運営・選手管理の為に利用いたします。出場選手の名前、写真動画等が
　　　　　　 パンフレット、 公式サイト等に掲載される場合がございますので、ご了承の上、御出場いただけます様お願い申し上げます。
◉大会保険 :  試合中に生じた負傷・事故について主催者は一切の責任を負いません。また傷害保険に加入しておりますので万一事故や怪我が
　　　　　　 あった場合は1週間以内に大会事務局までご連絡下さい。
◉天災や新型コロナ感染症により大会が中止になった場合、誠に申し訳ございませんが出場料の返金は出来ませんのでご了承ください。

WEB申し込みもできます！ 右のQRコードから申し込みできます。▶

大会要項

2023年4月2日(日)
丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
メインアリーナ

全関西空手道選手権 実行委員会

中級クラス (白帯～黒帯まで出場可 )

①小学 1 年男子　　　②小学 2 年男子　
③小学 3 年男子　　　④小学 4 年男子　　　
⑤小学 5 年男子　　　⑥小学 6 年男子　　　
⑦中学 1 年男子 軽量級 45 ㎏未満★
⑧中学 1 年男子 重量級 45 ㎏以上
⑨中学 2 年男子 軽量級 50 ㎏未満★
⑩中学 2 年男子 重量級 50 ㎏以上
⑪中学 3 年男子 軽量級 55 ㎏未満★
⑫中学 3 年男子 重量級 55 ㎏以上
⑬小学 1 年女子　　　⑭小学 2 年女子
⑮小学 3 年女子　　　⑯小学 4 年女子
⑰小学 5 年女子　　　⑱小学 6 年女子
⑲中学 1 年女子 軽量級 45 ㎏未満★
⑳中学 1 年女子 重量級 45 ㎏以上
㉑中学 2 年女子 軽量級 50 ㎏未満★ 
㉒中学 2 年女子 重量級 50 ㎏以上
㉓中学 3 年女子 軽量級 50 ㎏未満★ 
㉔中学 3 年女子 重量級 50 ㎏以上

申込〆切 【 2023年2月21日(火) 必着〆切厳守 】

上級クラス (白帯～黒帯まで出場可 )

全日本空手道選手権大会2023出場権利獲得クラス

①年中男女混合  　②年長男女混合
③小学 1年男子 　④小学 2年男子 　⑤小学 3年男子　
⑥小学 4年男子軽量級 30㎏未満★
⑦小学 4年男子重量級 30㎏以上
⑧小学 5年男子軽量級 34㎏未満★  
⑨小学 5年男子重量級 34㎏以上　   
⑩小学 6年男子軽量級 38㎏未満★   
⑪小学 6年男子重量級 38㎏以上　   
⑫中学 1年男子軽量級 45㎏未満★
⑬中学 1年男子重量級 45㎏以上
⑭中学 2年男子軽量級 50㎏未満★
⑮中学 2年男子重量級 50㎏以上
⑯中学 3年男子軽量級 55㎏未満★
⑰中学 3年男子重量級 55㎏以上
⑱小学 1年女子 　⑲小学 2年女子 　⑳小学 3年女子
㉑小学 4年女子軽量級 30㎏未満★
㉒小学 4年女子重量級 30㎏以上
㉓小学 5年女子軽量級 34㎏未満★
㉔小学 5年女子重量級 34㎏以上
㉕小学 6年女子軽量級 38㎏未満★
㉖小学 6年女子重量級 38㎏以上
㉗中学 1年女子軽量級 45㎏未満★
㉘中学 1年女子重量級 45㎏以上
㉙中学 2年女子軽量級 50㎏未満★ 
㉚中学 2年女子重量級 50㎏以上
㉛中学 3年女子軽量級 50㎏未満★ 
32中学 3年女子重量級 50㎏以上

33男子 30 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
34男子 30 歳代 重量級 70 ㎏以上
35男子 40 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
36男子 40 歳代 重量級 70 ㎏以上
37男子 50 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
38男子 50 歳代 重量級 70 ㎏以上
39男子 60 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
40男子 60 歳代 重量級 70 ㎏以上

41一般男子 軽量級 65 ㎏未満★
42一般男子 中量級 75 ㎏未満★
43一般男子 重量級 75 ㎏以上
44一般女子 軽量級 50 ㎏未満★
45一般女子 中量級 55 ㎏未満★
46一般女子 重量級 55 ㎏以上

（ 本戦1分30秒→延長1分※マスト ）

（ 本戦 1分→延長1分※マスト ）

▼ジュニア

▼ジュニア

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中３丁目1-40

㉓一般男子  軽量級 65 ㎏未満★
㉔一般男子  中量級 75 ㎏未満★
㉕一般男子  重量級 75 ㎏以上
㉖一般女子  軽量級 50 ㎏未満★
㉗一般女子  中量級 55 ㎏未満★
㉘一般女子  重量級 55 ㎏以上

初級クラス (黒帯不可 )

⑮男子 30 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
⑯男子 30 歳代 重量級 70 ㎏以上
⑰男子 40 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
⑱男子 40 歳代 重量級 70 ㎏以上
⑲男子 50 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
⑳男子 50 歳代 重量級 70 ㎏以上
㉑男子 60 歳代 軽量級 70 ㎏未満★
㉒男子 60 歳代 重量級 70 ㎏以上

①年中男女混合　　　 ②年長男女混合
③小学 1 年男子　　　④小学 2 年男子　　　
⑤小学 3 年男子　　　⑥小学 4 年男子　　　
⑦小学 5 年男子　　　⑧小学 6 年男子
⑨小学 1 年女子　　　⑩小学 2 年女子
⑪小学 3 年女子　　　⑫小学 4 年女子
⑬小学 5 年女子　　　⑭小学 6 年女子

（ 本戦1分→延長1分※マスト ）▼ジュニア

（本戦1分30秒→延長1分※マスト）
▼一般男女  [ 高校生以上 ]

KARATE + スポーツ ( ジュニア )

①年中・年長男女混合
②小学１・２年男子 軽量級 25 ㎏未満★
③小学１・２年男子 中量級 30 ㎏未満★
④小学１・２年男子 重量級 30 ㎏以上
⑤小学３・４年男子 軽量級 30 ㎏未満★
⑥小学３・４年男子 中量級 35 ㎏未満★
⑦小学３・４年男子 重量級 35 ㎏以上
⑧小学５・６年男子 軽量級 35 ㎏未満★
⑨小学５・６年男子 中量級 40 ㎏未満★
⑩小学５・６年男子 重量級 40 ㎏以上
⑪中学男子 軽量級 45 ㎏未満★
⑫中学男子 中量級 50 ㎏未満★
⑬中学男子 軽重量級 55 ㎏未満★
⑭中学男子 重量級 55 ㎏以上
⑮高校男子 軽量級 55 ㎏未満★
⑯高校男子 中量級 65 ㎏未満★
⑰高校男子 軽重量級 75 ㎏未満★
⑱高校男子 重量級 75 ㎏以上
⑲小学１・２年女子 軽量級 25 ㎏未満★
⑳小学１・２年女子 中量級 30 ㎏未満★
㉑小学１・２年女子 重量級 30 ㎏以上
㉒小学３・４年女子 軽量級 30 ㎏未満★
㉓小学３・４年女子 中量級 35 ㎏未満★
㉔小学３・４年女子 重量級 35 ㎏以上
㉕小学５・６年女子 軽量級 35 ㎏未満★
㉖小学５・６年女子 中量級 40 ㎏未満★
㉗小学５・６年女子 重量級 40 ㎏以上
㉘中学女子 軽量級 40 ㎏未満★
㉙中学女子 中量級 45 ㎏未満★
㉚中学女子 重量級 45 ㎏以上
㉛高校女子 軽量級 50 ㎏未満★
32高校女子 中量級 55 ㎏未満★
33高校女子 重量級 55 ㎏以上

全試合 : 本戦2分→延長1分※マスト

全試合 : 本戦3分→延長3分※マスト

ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX

34一般男子 60 ㎏未満★　35一般男子 67 ㎏未満★
36一般男子 75 ㎏未満★　37一般男子 84 ㎏未満★
38一般男子 84 ㎏以上　　　　　　　　　　　　39一般女子 50 ㎏未満★
40一般女子 55 ㎏未満★　41一般女子 61 ㎏未満★
42一般女子 68 ㎏未満★　43一般女子 68 ㎏以上

LINE
大会公式

【申込書・出場料 送付先】送付先 〒530-0034 大阪市東住吉区湯里2丁目17-4 ヴィルブーケ1F
                                                     『正道会館　全関西大会事務局』宛  ［TEL.080-6176-5978］

□申込用紙→必ず各団体毎にできるだけまとめて、出場料と一緒に現金書留封筒でご郵送下さい。

WBEで申込の方は各団体毎にまとめて、出場料を現金書留封筒でご郵送下さい。

【出場料】

【申込方法】

〆切日

2023年2月21日(火)必着
＊自己都合により欠場された場合、お支払い頂いた出場料の返金は致しません。
＊天災や新型コロナ感染症、その他で大会が中止となった場合、申し訳ございませんが、出場料の返金はできません。

フルコン▶8,000円 Wエントリー  ▶15,000円カラテプラス▶8,000円

〆切厳守

▼試合規約▼



＊過去一年以内の入賞歴の中で一番大きなタイトル

電話番号

身　長

学　年

体　重 現在級

大会当日
(2023/4/2)
の年齢

cm kg

所属
流派

入賞歴

生年
月日

性
別 　  　年　  　 月 　  　 日

西暦でご記入ください。

氏　名

ふりがな

男  ・ 女

支部名：

幼児年中　・　幼児年長　・　小学　・　中学　・　高校　 年生 歳

- - ＊連絡がつきやすい電話番号でお願いします。

↓どちらかに◯

どちらかに◯

どれかに◯

級 ・ 段

【開催日】2023年4月2日(日) 【会場】丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館) メインアリーナ
大会実行委員長 殿 令和5年　　　月　　　日

保護者氏名
未成年者のみ

私は、本大会のルール及び規約を遵守し、選手として恥じない行動を取り、日頃精進した技術を存分に発揮し、空手道精神に基づき正々堂々
と試合することを誓います。また、今大会に出場するに当たり、試合における勝敗の判定に関しては大会審判団及び審議委員に一任し、一切
の異議を申し立てない事を誓います。
また、本大会における試合中のいかなる事故に対しても、自己責任として
私が責任を負い、主催者に対し責任を追及しない事をここに誓約致します。

新学年で記入→

大会要項のクラス一覧を参照し、出場クラスを以下にご記入ください。
カテゴリー数字 カテゴリー名

【
記
入
例
】

ジュニア
マスターズ男子
一般女子
一般男子

6
初級クラス
中級クラス
上級クラス
カラテプラス
カラテプラス スポーツ

ジュニア
マスターズ男子
一般女子
一般男子

初級クラス
中級クラス
上級クラス
カラテプラス
カラテプラス スポーツ

印

安全性を考慮しますので、もれなく正確に記入して下さい。

WEB申し込みもできます！  右のQRコードから申し込みできます。

【申込書・出場料 送付先】送付先 〒530-0034 大阪市東住吉区湯里2丁目17-4 ヴィルブーケ1F
『正道会館　全関西大会事務局』宛  ［TEL.080-6176-5978］

【出場料】

【申込方法】

〆切日

2023年2月21日(火)必着
＊自己都合により欠場された場合、お支払い頂いた出場料の返金は致しません。
＊天災や新型コロナ感染症、その他で大会が中止となった場合、申し訳ございませんが、出場料の返金はできません。

フルコン▶ 8,000円 Wエントリー  ▶15,000円カラテプラス▶ 8,000円

〆切厳守

□申込用紙→必ず各団体毎にできるだけまとめて、出場料と一緒に現金書留封筒でご郵送下さい。

WBEで申込の方は各団体毎にまとめて、出場料を現金書留封筒でご郵送下さい。

小学4年男子軽量級 30 ㎏未満★

該当する項目２箇所に◯してください。

★ Wエントリーの方はクラスを2つ記載下さい ★

全関西空手道
～ ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX ～

選手権大会2023
大会申込書

申込〆切 【 2023年2月21日(火) 必着〆切厳守 】

出場クラス

K



■ KARATE + スポーツ（ジュニア）

得点・規定基準判定・禁止行為・罰則基準規定・その他
［左記QRリンク先のサイトの上部に記載］KARATE +

■ KARATE + スポーツ（一般男子）

!"#"$%&'&()*#$(

得点・規定基準判定・禁止行為・罰則基準規定・その他
［左記QRリンク先のサイトの中部に記載］KARATE +

!"#"$%&'&

カラテ プラス スポーツ

カラテ プラス

フルコン

■ 初級クラス

■ 中級クラス

■ 上級クラス

得点・規定基準判定・禁止行為・罰則基準規定・その他
［左記QRリンク先のサイトの下部に記載］KARATE +

+,--.*/$".$

全関西空手道
～ ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX ～

選手権大会2023

（ 本戦1分30秒※マスト）▼マスターズ男子
（ 本戦1分→延長1分※マスト ）▼ジュニア

（ 本戦1分30秒→延長1分※マスト ）▼一般男女  [ 高校生以上 ]

（ 本戦2分→延長2分※マスト ）▼一般男女  [ 高校生以上 ]

（ 本戦1分→延長1分※マスト ）▼ジュニア

（ 本戦1分30秒→延長1分※マスト ）▼ジュニア
（ 本戦1分30秒※マスト ）▼マスターズ男子

▼試合規約▼

▼試合規約▼

▼試合規約▼


