
第 19 回 新日本グローブ空手道選手権大会 
第 16 回 新日本ジュニアグローブ空手道選手権大会  

(実施要項) 
1 名称  第 19 回新日本グローブ空手道選手権大会 A-1・B-1・C-1 
    　　 第 16 回新日本ジュニアグローブ空手道選手権大会 A-1Jr・B-1Jr・C-1Jr・D-1Jr ・E-1Jr ・F-1Jr   
2主催 新日本グローブ空手道連盟・峰竜会  
3 後援 岐阜新聞、岐阜放送  
4 協力 三貴(株)、(株)ウェーヴジャパン、(株)公武堂、協力道場  
5 目的 より良い武道家の育成及び技術向上とグローブ空手の普及  
6 日時 2023年 6月18日(日)午前 10:00 開会式、午前 9:00~9:45(計量・ドクターチェック)、午前 10:30 試合開始  
7 場所 プリニーの総合体育館(各務原市総合体育館サブアリーナ)〒501-0023 岐阜県各務原市那加太平町2丁目 100    
            TEL. 0583-71-1717  
8 試合形式・試合時間 
  〈グローブ空手〉 
    (1)A-1 B-1 C-1 トーナメント「満 16 歳~満 45 歳までの男性」     
      本戦2分、延長2分。決勝戦3分、延長2分(。全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする) 
    (2)ワンマッチ「満 16 歳~満 45 歳まで」 本戦2分、延長1分(。全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする)               
 〈ジュニアグローブ空手〉 
   (1)A-1Jr 小学 1年生 B-1Jr 小学 2年生 C-1Jr 小学 3年生 D-1Jr 小学 4年生 E-1Jr 小学5年生  
　　 F-1Jr 小学6年生トーナメント「男女小学生」 
　 本戦1分 30 秒、延長1分。決勝戦1分 30 秒、延長1分(。全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする)      
◆各階級トーナメント戦の参加人数が少数の時、ワンマッチ試合になる場合があります。    
 〈中学生ワンマッチ〉 (1)A-1 B-1 男子、女子。 本戦1分 30 秒、延長1分。    
 〈壮年部ワンマッチ〉 (1)A-1 B-1 C-1 「満 46 歳~満 60 歳までの男性」 
    本戦1分 30 秒、延長1分(。全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする) 
9 ルール 新日本グローブ空手道連盟、グローブ空手ルール試合規約に基づく。  
10 体重 計量で規定体重をオーバーした者は失格とする。但し計量後 9:45 までにリミットまで落とした者         
            は本大会の出場を認める。 
11 入賞 
  〈グローブ空手〉〈壮年部ワンマッチ〉 
    ○トーナメント戦 A-1・B-1・C-1 各優勝者には武道奨励金(金五万円)が贈られる。      
      また、各トーナメント戦にて KO 勝ちした場合、KO 賞(金一万円)が贈られる。     
    ○各クラス優勝・準優勝・3位の選手には賞状及びメダルが贈られる。     
    ○ベストファイト賞には賞状及びカップが贈られる。     
    ○ワンマッチ試合の勝者の選手には、賞状及びメダルが贈られる。 
      また、各ワンマッチにて KO 勝ちした場合、KO 賞(金五千円)が贈られる。 
  〈ジュニアグローブ空手〉     
    ○トーナメント戦、各クラス優勝、準優勝、3位の選手には賞状及びメダルが贈られる。     
    ○ベストファイト賞には賞状及びカップが贈られる。 
  〈中学生ワンマッチ〉 
    ○勝者の選手には賞状及びメダルが贈られる。 
12 グローブ  試合用のグローブは全て主催者側にて用意します。    
   〈グローブ空手〉〈壮年部ワンマッチ〉 A-1 B-1 C-1 14oz グローブ    
   〈ジュニアグローブ空手〉〈中学生ワンマッチ〉 
     A-1Jr B-1Jr C-1Jr、D-1Jr 、E-1Jr 、F-1Jr、中学生ワンマッチ A-1 B-1、男子 女子全て新日本グローブ　 
　  空手道連盟認定グローブ 

13 防具 試合用の防具は主催者側が用意する新日本グローブ空手道連盟認定の防具以外の装着、使用を不可とする。 
　　　　本人持参のスネパットや、ひざパット、ひじパット等の着用、使用は禁止。金カップは、各自 
　　　　で用意すること。ジュニアグローブ空手、中学生ワンマッチ、壮年部ワンマッチはヘッドギアを用意します。         
◆男子ジュニアグローブ空手、男子中学生ワンマッチはボディープロテクターの着用は禁止とします。        　　　 
◆女子ジュニアグローブ空手、女子中学生ワンマッチはボディープロテクターの着用は自由選択とします。また、着用する場合主催者側 
   が用意したボデイープロテクターに限る。着用しなかったことにより起こる、負傷、事故等は選手、保護者の方の自己責任となります) 
14 バンテージ・マウスピース 
      　　バンテージ・マウスピースは事故防止の為、必ずつけて出場すること。        
            ◆ジュニアグローブ空手、中学生ワンマッチはマウスピースの着用は自由選択とします。(着用をしなかったことにより起こ.   
                  る、 負傷、事故等は選手、保護者の方の自己責任となります) 
15 選手の服装 小学生、中学生は空手着や拳法着とする。（男子は道着の中は裸とする） 
　　　　　一般参加者は空手着、キックトランクスどちらでも可能。刺青、タトゥーはシャツを着用。 
　　　　(マーク・ネーミング等は自由とる。) (金具・ポケットのついた試合着は禁止です。) 
16 出場資格 健康状態が良好な方で、所定の参加申込書、参加費を納入し、年齢の条件を満たしている選手。            
             A-1・B-1・C-1 トーナメント、壮年部ワンマッチ出場選手はキックボクシング又は打撃格闘技のプ 
             ロ(プロ戦歴が一戦でもある選手)は出場できない。  
17 セコンドについて セコンドは2名までとします。2試合前までに選手の防具を整え、選手と選手控席にて        
             待機してください。選手のコンディション管理には充分ご配慮願います。セコンドはタオルを投入す  
      　　 ることで試合を終了させることができます。  
18 選手保険 当連盟では選手の健康管理を第一と考え、当日ドクターチェックを行い尚かつ損害保険に加入し        
             ております。 
19 大会参加費 
             A-1・B-1・C-1 トーナメント参加費 8,000 円 
             A-1・B-1・C-1・ワンマッチ参加費 5,000 円 
             A-1Jr・B-1Jr・C-1Jr・D-1Jr ・E-1Jr ・F-1Jr 参加費 6000 円 
             中学生ワンマッチ参加費 5,000 円      壮年部ワンマッチ参加費 5,000 円 
20 参加申し込み方法 
             (1)健康診断書 過去てんかんや脳及び心臓などの疾患を負ったことがなく、本大会に参加しても支障 
                                 のない健康体であること。      
             (2)参加費を添えて参加申込締切日までに現金書留又は、郵便定額小為替にて大会事務局宛に送る。 
21 参加申込締切日 
             2023年5月25日(木)必着(締切日以降の申込は受け付けません) 
22 大会事務局 
             〒501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食4丁目 97 番1 
             峰竜会大会事務局 TEL・FAX 058-248-1113 携帯 090-8671-3466(薮崎)  
23 参加費についての注意事項    
           (1)参加申込締切日以降にケガや都合等で大会に出場できなくなった場合においても参加費の返金はい 
               たしません。      
           (2)参加申込締切日以降に参加費の入金がなく、ケガや都合等で大会に出場できなくなった場合におい 
               ても参加費は入金していただきます。 
24 個人情報の取扱いについて    
            主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守するととも. 
            に、主催者の個人情報保護方針に基づき個人情報を取り扱います。また、大会参加者の皆様の個人情 
            報は、サービスの向上を目的とし、次のとおり利用します。      
             (1)大会プログラム・HP・新聞等への氏名・所属・記録等の掲載 
             (2)次回大会案内のためのパンフレット・ポスター等への画像の掲載 



新日本グローブ空手道連盟 グローブ空手ルール試合規約 

 〈グローブ空手〉 〈壮年部ワンマッチ〉 

〈ジュニアグローブ空手〉 

〈中学生ワンマッチ〉 

     ◆各階級、トーナメント戦の参加人数が少数の時、ワンマッチ試合になる場合があります。 
  
 試合形式 
〈グローブ空手〉 
     本戦2分、延長2分。 決勝戦3分、延長2分。 
     (全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする。) 
〈ジュニアグローブ空手〈〉中学生ワンマッチ〉〈壮年部ワンマッチ〉 
    本戦1分30秒、延長1分。 決勝戦1分30秒、延長1分。      
    (全て再延長は無しとする。体重が軽い方が勝者とする。)  
    防具(試合用の防具は主催者側が用意する新日本グローブ空手道連盟認定の防具以外の装着、使用を不可とする) 
〈グローブ空手〉 
    グローブ A-1・B-1・C-1 全て 14oz グローブ     
    スネパッド、ひざパット、マウスピース、金カップ     
    道着の帯は、試合中解けないようテーピングなどで必ずとめること 
〈ジュニアグローブ空手 中学生ワンマッチ〉 
     A-1Jr・B-1Jr・C-1Jr・D-1Jr ・E-1Jr ・F-1Jr 日本グローブ空手道連盟認定グローブ 、スネパッド、ひざ    
    パット、金カップ、ヘッドギアー     道着の帯は、試合中解けないようテーピングなどで必ずとめること 
    (マウスピースの着用は自由とする。ボディープロテクターは女子選手のみ着用を自由とする。) 
　 (また、着用する場合は主催者側が用意したボディープロテクターに限る。) 

出場資格 
〈グローブ空手〉満 16 歳~満 45 歳までの男性。キックボクシング又は打撃格闘技のプロ(プロ実践が 
                       1戦でもある選手)は出場できない。  
〈ジュニアグローブ空手〉小学校1年生から6年生の男女。  
〈中学生ワンマッチ〉中学校1年生から3年生の男女。 
〈壮年部ワンマッチ〉満 46 歳~満 60 歳までの男性。キックボクシング又は打撃格闘技のプロ(プロ実 
                              践が1戦でもある選手)は出場できない。 

勝敗(KO・TKO・技有り) 
 (1)KO(一本勝ち)5秒以上のダウンをした時。   
 (2)本戦で2度のダウンがあった時。延長戦も同じ。   
 (3)相手選手のセコンドよりタオル投入があった時。   
 (4)相手選手にダメージがあり、試合続行不可能になった時。  
 (5)両選手の実力差が歴然とある時は、試合途中においても勝敗の判定を下すことがある。  
 (6)相手が明らかに戦意喪失した時、又は審判がそれと判断した時。   
 (7)技有り・パンチ・キック等で、一時的に相手に的確にダメージを与えた時、   倒れなくてもダウン(技有り) 
     とする。   
 (8)選手が負傷し大会医師が試合続行不可能と判断した時は、試合を続行できる選手のTKO 勝ちとする。 
 (9)故意に反則をした場合も、反則負けとする。   
 (10)判定の場合、副審の旗が2本以上上がった側が勝ちとする。 

反則技 
 (1)頭突き 
 (2)金的攻撃 
 (3)顔面への肘・膝 
 (4)目突き 
 (5)首絞め 
 (6)投げ技 
 (7)関節技 
 (8)噛みつき 
 (9)倒れた相手への攻撃 
 (10)服、道着をつかんでの攻撃 
 (11)背後からの攻撃 
 (12)やめの合図後の攻撃 
 (13)手足をつかむ行為 
 (14)相手の体を手でつかんで(首相撲)の攻撃 
 (15)相手の足を故意に踏みつける行為   
 (16)一方的に攻撃を受け故意に場外に逃げたり、攻撃意思のない態度の場合(場外カード3回で失格)。   
  ※ジュニアグローブ空手、中学生ワンマッチは「蹴り」以外での顔面への攻撃は全て反則。 

失格及びルール 
 (1)レフリーの判断により、悪質な試合態度と判断された時。   
 (2)試合時間に遅れた時。出場不可能な時。 
 (3)測定体重がオーバーしている時。   
 (4)イエローカードを3回受けた時。(反則は口頭注意2回でイエローカード減点1)  
 (5)故意に反則した時。  
 (6)マウスピースを付けずに出場したり、ワセリン・オイル・油脂類及び薬品類を塗布した時。  
 (7)セコンドの罵声、悪質な態度により、選手が失格になることがある。   
 (8)コンタクトレンズをしての試合出場は認めない。   
 ※上記に明記されていない不測の事態が生じた時は、大会審判長・レフェリー・審判による協議の上、最終判断を下す。

　　　 A-1 軽量級 　　　 B-1 中量級 　　  　C-1 重量級

         62kg以下級 　　 　68kg以下級 　   73kg～83kg以下級

     A-1Jr      B-1Jr      C-1Jr      D-1Jr      E-1Jr      F-1Jr 

  小学1年生   小学2年生   小学3年生   小学4年生   小学5年生   小学6年生

   中学生A-1(男子)    中学生B-1(男子)    中学生A-1(女子)    中学生A-1(女子)

     55kg以下級      65kg以下級      50kg以下級      60kg以下級


