
関係者各位様        

大会開催のご案内 

 

主催 世界極真格闘連盟 日本本部 

協賛 世界極真格闘連盟 世界本部（モスクワ） 

 

 [世界極真 FIGHT・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN] 

ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より厚きご支援を賜

り誠に有難うございます。KWU世界大会優勝者など、海外トップクラス

選手を招待し、世界ワンマッチ戦を開催致します。皆様の御支援をお願い

申し上げます。 

 

○現在、世界極真格闘連盟（WFKO・本部モスクワ）は、フルコンタク

ト空手=KYOKUSHIN 発展のため、KWU（世界極真連合）と連携し、世

界 9 都市で、団体・組織の枠を越えて、プロフェッショナルな「世界ワン

マッチ戦」を行っています。 

 

○KWF 極真会館日本本部は、2014 年から、水野翔太選手、木下毅顕選

手、宮原 穣選手、森田奈男樹選手、秋元晧貴選手、小野寺天汰選手とい

った全日本トップクラス選手を世界の舞台に出場させてきました。 

 

○このたび、2018年 8 月 26 日（日）、千葉ポートアリーナ隣接の「カン

デオホテルズ千葉 4 階（TKP ガーデンシティ 4 階）」（千葉ポートアリー

ナ隣接）にて、「世界極真 FIGHT・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN」を開

催する運びとなりました。 

 

○この大会は、ＫＷＦ日本主催「国際空手道選手権大会」で優勝、入賞し

た日本人４選手と、海外から招待する世界チャンピオン、ヨーロッパチャ

ンピオンクラス 4 選手が対戦する、「世界ワンマッチ戦」となります。対

戦する両選手には、奨学金・交通費が支給され、またWFKO のベルトが

進呈されます。ハイレベルな試合が繰り広げられますので、ぜひご観戦を

お待ちしています。 

 

○プロフェッショナルな「世界ワンマッチ戦」を実施するために、皆様の

観戦券購入がその財政基盤となります。何とぞ御協力をお願い致します。 



世界極真 FIGHT・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN  

１、 開催日  2018 年 8 月 26 日(日) 午後 3 時開会式（選手集合 1 時 45 分）                  

２、 会場   カンデオホテルズ千葉 4階（TKPガーデンシテイ千葉） 

（千葉ポートアリーナ隣接） 

３、出場日本人選手「WFKO 全日本チャンピオン」（2017,7 全日本ワンマッチ戦で認定）   

軽量級： 秋元 晧貴選手（七州会）－65kg 予定 

     2016 KWF ユーラシアオープン軽量級優勝 

2017 KWFカラテグランプリ軽量級優勝 

     2017 JFKO 全日本空手道選手権大会軽量級優勝 

     2017 WFKO 全日本ワンマッチ戦軽量級勝利 

（WFKO全日本軽量級 1位）  

          2018 WFKO 世界ワンマッチ戦・ケメロボ大会勝利 

                   （対戦相手はKWU世界チャンピオン）  

     2018 KWF 世界カラテグランプリ軽量級準優勝 

 中量級： 福地 勇人選手（白蓮会館）－75kg 予定 

      白蓮会館全日本空手道選手権大会優勝多数 

2016 KWFユーラシアオープン中量級優勝 

      2016 W.K.O ワールドカップ中量級優勝  

2017 JFKO 全日本空手道選手権大会中量級優勝 

2017 WFKO 全日本ワンマッチ戦中量級勝利  

（WFKO全日本中量級 1位） 

2018 KWF世界カラテグランプリ軽重量級優勝     

 軽重量級：宮原 穣 選手（KWF極真会館）－85k 予定 

      2016 極真館全日本ウェイト制大会軽重量級優勝 

      2016 WFKO 世界ワンマッチ戦ヤンブルグ大会勝利 

      （対戦相手 IFKヨーロッパ大会チャンピオン）   (WFKO全日本軽重量級 1位） 

          2017 KWF カラテグランプリ重量級 3位  

      2018 KWF 世界カラテグランプリ重量級準優勝 

 重量級： 山口 翔大選手（白蓮会館）＋85kg 予定 

          白蓮会館全日本空手道選手権大会優勝多数 

      2016 W.K.O ワールドカップ重量級準優勝 

          2017 KWF カラテグランプリ重量級優勝 

2017  JFKO 全日本空手道選手権大会重量級優勝 

     2017WFKO 全日本ワンマッチ戦勝利（WFKO 全日本重量級 1 位） 

世界チーム出場選手は、現在、ロシア、ヨーロッパ側が鋭意選抜中。 

過去の試合では、KWU世界大会優勝者、ヨーロッパ大会優勝者クラスが出場。 



４、前売り券希望者は、下記住所まで①[前売り券申込書] ②[現金 1000円](1名)

を現金封筒でお送りください。後日、前売り券をお送りします。当日券は

1500円となります。収益は選手のための財政支援となります。 

５、前売り券申込書等郵送先 

〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南６-４３-７ KWF 日本本部   

TEL/FAX 0120-578-573  携帯 080-5026-3058  

メール noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp  

６、 前売券申込締切 ８月１６日（木）                                                        

 

世界極真格闘連盟について（略称日本名：世界極真 FIGHT、略称英語名：WFKO） 

○モスクワに本部をおく、世界のフルコン空手に対し公平中立な大会機構です。KWU と

の連携のもと、世界最大企業ガスプロムなど世界企業の財政支援のもとで、「世界極真ワ

ンマッチ戦」を開催しています。連盟の設立趣旨は、極真空手・フルコンタクト空手の

世界的普及です。とくに華麗な組手、力強い組手、武道精神を推奨しています。 

○現在まで、ＩＦＫ（世界 60 か国加盟）ロシア・イギリス・アメリカ、ＫＷＦ（世界 60

か国加盟）日本・アメリカ、極真連合会スペイン、新極真会カザフスタン、極真館ドイ

ツ、極真館ブルガリア、極真武道会スペイン、世界総極真スウェーデン・南アフリカ、

その他フルコン空手団体の、世界トップクラス選手が、団体の枠を超えて「世界ワンマ

ッチ戦」に挑戦しています。 

○この「世界ワンマッチ戦」は、ほぼ年 2 回、世界各都市で開催されています。今まで、

モスクワ・サンクトペテルブルグ・サマラ・ヤンブルグ（以上ロシア）、バルセロナ（ス

ペイン）、ヨハネスブルグ（南アフリカ）、シカゴ（アメリカ）、ヴァルナ（ブルガリア）、

ケメロボ（ロシア）、モスクワ（ロシア）で開催されました。 

○世界極真格闘連盟の日本本部は、ＫＷＦ極真会館日本本部です。「世界プロ極真ワンマッ

チ」に出場する日本代表選手は、毎年千葉ポートアリーナで開催されるＫＷＦ日本主催

「国際空手道選手権大会」（800人規模）のなかの一般男子クラスの入賞者から選抜しま

す（とくに熱意と誠意がある選手を選びます）。 

○クラスは、一般男子クラスのみで、－65kg、－75kg、－85kg、＋85kg でおこなわれま

す。2 分 5 ラウンド制でおこなわれ、ボクシングと同じように、各ラウンドで 4 人のジ

ャッジが付けたポイントを試合終了後に集計し、判定を下します。主審は、判定に加わ

らず試合の進行・コントロールに専念します。判定は、技有り、有効技を加算的にポイ

ントとして評価していきます。一本があれば KO としてその場で勝敗が決定します。 
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関係者各位様                                 ２０１８年４月吉日 

主催 世界極真 FIGHT（WFKO）日本本部  (KWF日本本部・KWU日本会員) 

 ［世界極真 FIGHT・ルーキー交流大会]  

  [世界極真 FIGHT（WFKO）]のご説明。 

世界最大級の空手団体である[KWU(世界極真連合)]と連携し、世界 9都市（モスクワ、

サンクトペテルブルグ、サマラ、ヤンブルグ、バルセロナ、ヨハネスブルグ、シカゴ、

ヴァルナ、ケメロボ）で、各団体・組織の世界トップクラス選手を無料招待し、世界

最強ワンマッチ戦を開催しています。 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。この度、WFKO 日本本部

は、下記のとおり [世界極真 FIGHT・ルーキー交流大会] を開催する運びとなりま

した。 

○この[ルーキー交流大会]は、同日の午後 3 時から開催される「世界極真 FIGHT・世界ワン

マッチ戦 IN JAPAN」の前に、開催されます。出場選手は、「世界極真 FIGHT・世界ワンマ

ッチ戦」を無料観戦できます。世界トップ選手のファイトをリアルに体感して頂き、将来世界

レベルの選手を目指すようになって頂ければと思います。 

○多くの選手が気軽に出場でき、また表彰されるように、幼児から壮年まで、初級クラス、中

級クラス、上級クラスと細かくクラス分けします。 

○従来の国際空手道連盟ルールで実施します（幼年～中学生は JKJO主審同時上げ）。 

本大会の力点（「試合ルール」を参照） 

○主審は、口頭で間合いをとらせ、選手が空手の技を展開するようにコン 

トロールしながら試合を進行させます。反則があれば、まず主審が口頭

で指導します。○一本や技有りがなければ、判定は、１ダメージ、２有

効打（力強い技、華麗な技）を加算的に評価します。 

 

１、大会名称 世界極真 FIGHT(WFKO)・ルーキー交流大会 

 

２、開催日  2018年 8 月 26日（日） 

       開場・受付開始（団体受付）午前 8時 

       開会式  午前 8時 40分   

試合開始 午前 9時    

終了予定 午後 2時   

世界ワンマッチ戦開始 午後 3時 [再入場 午後 2 時 30分]      

３、会場   カンデオホテルズ千葉４階（TKPガーデンシティ千葉） 

       （千葉ポートアリーナに隣接したホテル）  



４、クラス  幼児から壮年まで全クラス。 

初心者、中級、上級と細分化して行い、表彰します。 

 

５、参加費  6000円 （パンフレット付き 、昼食は会場で販売） 

       出場選手は、午後の「世界ワンマッチ戦」を無料観戦できます。 

 

６、申し込み ○ルーキー交流大会出場者は、 

①[出場申込書] ②[出場申込者一覧表] ③[出場料 6000円] 

○世界ワンマッチ戦観戦希望者は、  

①[前売り券申込書] ②[現金 1000円]    [選手無料] 

 

以上を道場で一括し、下記住所に現金封筒でお送り下さい。 

〒266-0033千葉市緑区おゆみ野南６-４３-７ ＫＷＦ極真会館 

TEL/FAX 0120-578-573  携帯 080-5026-3058  

メール noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp 

注 入場料―ルーキー交流大会の入場料は全員無料です。世界ワンマッチ

戦は有料になります。（前売り券 1000円 当日券 1500円、選手無料）   

                                                                                                                  

７、 添付資料  大会要綱 

 出場申込書 

 出場申込者一覧表  

前売り券申込書 

           

８、 申込み締切日 選手―2018年 7月 28日（土）  

          前売り券は、2018 年 8月 16日（木）まで申し込み可です。   

期限厳守でお願いします。  

 

 

「世界極真 FIGHT・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN」に出場する日本選手 

山口翔大選手（白蓮会館・2017JFKO 全日本大会優勝） 

宮原 穣 選手（KWF 極真会館・2016WFKO 世界ワンマッチ戦勝利） 

福地勇人選手（白蓮会館・2017JFKO 全日本大会優勝） 

秋元晧貴選手（七州会・ 2017JFKO 全日本大会優勝） 

mailto:noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp


⑨ 男子初級        　⑩ 男子中級 　        ⑪ 男子上級-30kg     ⑫ 男子上級+30kg

⑬ 女子

⑭ 男子初級　　  　　⑮男子中級　　　　　⑯男子上級-33kg　　　　⑰男子上級+33kg

⑱ 女子

⑲ 男子初級　　　　　⑳男子中級　　　　　㉑男子上級-37kg       ㉒男子上級+37kg

㉓ 女子

㉔ 男子初級　　　　　㉕ 男子中級　 　　　㉖ 男子上級-42kg　  　㉗ 男子上級+42kg　　

㉘　女子

㉙ 中1男子-45kg　 　㉚中1男子-55kg   　  ㉛中1男子+55kg     

㉜ 中2・3男子-55kg　㉝ 中2・3男子-60kg　㉞　中2・3男子＋60kg  

㉟ 女子-48kg ㊱ 女子＋48kg　

㊲ 男子-60ｋｇ 　　　　㊳ 男子＋60kg　 　　　　  

㊴ 女子-50ｋｇ　 　　　㊵ 女子+50kg

㊸ 軽量級-65ｋｇ ㊹ 中量級-75ｋｇ ㊺ 軽重量級-85ｋｇ

㊻ 重量級+85ｋｇ

　　※（黄帯は中級、上級のいずれかに出場できます。また下位の帯の選手でも、道場代表者の許可があれば上位のクラスに出場できます。）

印

年　　　月　　　日

道場TEL

フリガナ 生年月日

住所

段・級 段・級 年　　　 か月

身長 ｃｍ   ｋｇ

必要事項　　過去2年間で最も大きな入賞歴を書いてください。

㊾ 重量級+60ｋｇ

シニア男子（38歳以上） ㊿ 軽量級-75ｋｇ 51重量級+75ｋｇ

マスターズ男子（45歳以上） 52 軽量級-75ｋｇ 53 重量級+75ｋｇ

一般男子新人（黄帯まで） ㊶軽量級-70ｋｇ ㊷重量級+70ｋｇ

一般男子

一般女子 ㊼ 軽量級-50ｋｇ ㊽ 中量級-60ｋｇ

　世界極真FIGHT・ルーキー交流大会

 世界極真FIGHT・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN

中学生

試合階級 出場クラス番号,クラス名

③ 初級 ④ 中上級

主催　世界極真格闘連盟日本本部

⑤ 男子初級 ⑦男子上級⑥男子中級 ⑧ 女子

体重

幼年（男女混合）

小学１年生（男女混合）

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

高校生

修行年数

（　　　　－　　　　）

① 年中 ② 年長

所属道場

氏名

西暦　　　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

出場クラス番号 クラス名

TEL連絡先
　男 　　女

（未成年の場合は保護者名）

※小1初級は白帯のみ、小1中上級は橙帯以上。小2～小6初級は白帯・橙帯のみ、小2～小6中級は青帯・黄帯、小2～小6上級は黄帯以上。

なお、試合中における事故ならびに負傷に関して一切の異議申し立てを致しません。

本大会のルールに従って正々堂々と競い合う事をここに誓います。

切り取り

[出場申込書]



団体・道場名 　 　　　電話番号 　 　Eメールアドレス 　

身長 体重

年 月 ｃｍ ｋｇ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

クラス番号・クラス名

　　　[出場申込者一覧表]　必ず提出して下さい。

申込者氏名 ふりがな 性別
段・
級

年齢 学年
空手歴



世界極真FIGHT・ルーキー交流大会試合ルール 

 「従来の国際空手道連盟ルール」に準じて行います。 

 
１．勝者   一本勝ち、判定勝ち、相手の反則ないし失格による勝ちによって決める。 

２．一本勝ち 反則箇所を除く部分への突き、蹴りなどのダメージで相手を倒し３秒以内に 

       立ちあがれなかったとき、または戦意を喪失させた場合。 

３．技有り  反則箇所を除く部分への突き、蹴りなどを決め、そのダメージにより一時的に 

       動きが止まったとき、または大きく崩れた場合。 

       足掛け、または前蹴りや下段の合わせ技で相手をきれいに倒し、瞬時に下段突きをきめたとき。 

４．判定   一本勝ち、失格が無い場合は、審判の判定で決める。 

判定で決まらない場合は延長戦を行う。  

５．反則  ①手技による首から上への攻撃（首を含む）。 ②金的蹴り、頭突き。 

      ③倒れている相手への攻撃。         ④脊椎への攻撃。 

      ⑤掌底・正拳・身体による押し、頭をつけての攻撃、つかみ、投げ、手掛け、クリンチ。 

      ⑥技の掛け逃げ（蹴ってすぐに倒れるを繰り返す）。 

      ⑦何度も場外に逃げる。         ⑧その他、審判が特に反則とみなした場合。 

      ⑨反則は悪質なものを除き注意が与えられる。悪質な反則の場合は減点及び失格もありうる。 

      ⑩注意２回目で減点１となる。注意３回目で減点２となる。注意４回目で減点３となる。 

６．失格  ①減点３で失格となる。         ②試合中、審判員の指示に従わないとき。 

      ③出場の際に遅れたり、出場しないとき。 ④悪質な試合態度とみなされたとき。 

      ⑤応援態度が悪質で目にあまるときは、選手の減点または失格もありうる。 

７．その他  幼年～中学生クラスは「主審同時上げ」を行います。 

８. 試合時間 

 本戦 延長戦 最後の 

幼年部 1分 30秒 1分  

小学生 1分 30秒 1分  

中学生 2分  1分 30秒  

高校生 2分 1分 30秒  

一般女子 2分 2分 

 

 

一般男子 
シニア, マスターズ  

2分 2分 

  

 

 

 

９．防具（○着用義務 ×着用不可 △着用自由） 

 ヘッドギア スネサポータ 拳サポーター ファルカップ ヒザサポーター  

幼年部 ○ ○ ○ ○（女子△） △  

小学生 ○ ○ ○ ○（女子△） ○（小 3以上）  

中学生 ○ ○ ○ ○（女子△） ○  

高校生 ○ ○ ○ ○（女子△） ○  

シニア・ 

マスターズ 

△ ○ × 

 

○ ○  

一般男子 × × × ○ ×  

一般女子 × 〇 × △ ×  

    拳サポーター、スネサポーターは白色・布製とします。（会場でも販売します。） 

    幼児、少年部：ヘッドギアは網付き。上段の蹴りはすべて可・但し上段膝蹴りは禁止。 

中学生：ヘッドギアは網付き。上段ひざ蹴り可。  高校生：ヘッドギアはウレタン製か網なしJKJO製 

ヘッドギアは主催者が用意しますが、白のマイヘッドギアは使用可。それ以外は選手各自で用意してください。 

    小学３年以上の女子は胸ガード（スポーツブラ）使用。スポンジ製だけを許可します。  

       



 

 

 

◎判定で決定的な要素 

 「技ありがある場合」 

  (例外：技あり側Aに減点２があり、相手Bが８：２以上で攻勢の場合、引き分けもあり得る。） 

 「技ありがない場合」（注意の差を計算） 

  ○注意差３ 

  ○注意差２ (例外：注意差が２つ多い相手Bが８：２以上で攻勢の場合、引き分けもあり得る。ただ

し最終延長ではBは負け。） 

 

◎判定基準 

  １．ダメージ 

  ２．有効打による攻撃数（ダメージに至らないが空手の有効打の展開） 

  ３．最終延長戦で互角の場合：１,注意差 2, 気迫・気合 

 

注意点 

１、 公正中立を守る。 

２、 準々決勝までは、できるだけ本戦決着。 

３、 審判の動作は、大きく強く自信を持って。 

４、 注意差２の場合、上記のことに注意。 

５、 幼・少年部の上段蹴り（廻し、前、横蹴り）は、ヘッドギアなしでは危険な程度で有効とする。

幼・少年部の上段ひざ蹴りは反則。 

６、 反則―旗は振ってもむやみに笛を吹いて中断させない。強い反則には毅然と吹く。 

７、 接近し過ぎて空手としての攻防に支障ある場合、主審の裁量で離して間合いをとらせ、再開させ

る。 

８、 判定では、「空手として有効な攻撃技」を評価したい。選手の技術向上の推奨、空手試合の評価

を上げる。（強烈なロー、華麗なコンビネーション等） 

  

 

◎本大会の力点 

主審は、偶発的な反則による勝敗を避け、また空手の技の攻防が展開できるように、口頭で間合いをと

らせ、軽微な反則があればまず口頭で指導し、試合全体をコントロールしていきます。 

一本や技ありがなければ、技の優劣（１ダメージ、２有効打）を加算的に評価します。 

     

 

 



世界極真 FIGHT（WFKO）・世界ワンマッチ戦 IN JAPAN 

 （午後 3時より開催）  

[前売り券申込書] 

 

前売り券は、観戦希望者 1 名に付き 1000円です。現金封筒にて以下の住所まで

お送りください。当日券は 1500円です。 

〒266-0033千葉市緑区おゆみ野南 6-43-7 WFKO日本本部 田中規順 

  

○ルーキー交流大会出場選手は、世界ワンマッチ戦を無料観戦できます。 

 ○前売り券購入のご協力をお願い致します。選手数×３枚分を購入して頂け

ればありがたいです。受け取った入場料は、選手の奨学金・交通費補助と

して還元致します。 

○空手界でもプロフェッショナルなスター選手が必要です。若い有望な選手

を、皆で支援してWFKOの世界舞台や日本での世界マッチ戦に送り出した

いと思います。海外人脈をフル稼働し、皆で夢を実現したいと思います。 

 

道場名                           

 

前売り券枚数              枚 

 

合計代金         円 

 

 

代表者名              

 

電話番号                

 

PC メールアドレス                             

 

ご住所                                  

 

前売り券申込み締切日 8 月 16日（木） 

主催者連絡先 noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp                       



試合会場 カンデオホテルズ千葉 4階（TKPガーデンシティ千葉） 

（千葉ポートスクエア内、千葉ポートアリーナ隣接）    

 

 

 

     


