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開催のお知らせ 

第６回ＫＷＦ国際オープントーナメント  

[世界カラテグランプリ 2019]  
２０１９ 

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、ＫＷＦ極真会館日本本部は、第６回国際オープントーナメント[世界カラテグランプリ 2019]を開催する

運びとなりました。この大会は、世界有数のオープン国際空手道選手権大会で、また、海外の国際大会への出場資

格を獲得できる大会です。今回の大会は、２０１９年にポルトガルで開催される第３３回ＫＷＦヨーロッパ極真空

手道選手権大会の日本代表選手選考大会となり、満１２歳～マスターズの各上級クラス成績優秀選手（複数名）に、

ＫＷＦ日本代表選手としてヨーロッパ大会出場資格が与えられます(自己負担)。この大会は、大山総裁生前時から

続くヨーロッパで最も伝統ある極真空手道選手権大会であり、極真空手の多くの団体が出場しています。 

また、ＷＦＫＯ世界最強ワンマッチ戦（ＷＦＫＯ側が招待選手を指名）や、その他ＫＷＦ,ＩＦＫの海外オープン

大会に参加するチャンスもあります。 

現在、ＫＷＵを中心に、ＫＷＦ６０か国、ＩＦＫ６０か国、また、その他の極真団体・フルコンタクトカラテ団

体に、この世界カラテグランプリ２０１９への参加を呼びかけています。昨年は、ＫＷＦポーランド、ＫＷＦロシ

ア、ＩＦＫロシア、ＷＫＢチリ、ＷＫＢウクライナ、ＫＷＦオランダ、ＫＷＦオーストラリア、ＫＷＦパキスタン、

ＩＦＫベルギー、ＫＷＦオーストラリア、金剛力中国、ＩＦＫルーマニア、連合会スペイン、ＩＦＫスイス、ＷＫ

Ｂスペイン、極真館スペイン、ＫＷＦエストニア、その他から、いずれもトップクラス選手が出場しました。この

世界的規模でオープンな国際空手道選手権大会に、多くの空手団体・選手が参加され、日頃の鍛錬の成果を思う存

分に発揮し、友好的に国際交流をされることを期待しています。（外国人選手出場数は、２０１４年世界大会１０

８名、２０１６年７０名、２０１７年７０名、２０１８年１０７名でした。）    敬具                                                                                                                   

 

１ 大会名称  第６回国際オープントーナメント[世界カラテグランプリ２０１９]  

２ 主催    ＫＷＦ極真会館日本本部 (ＫＷＦ=世界極真連盟：代表ルック・ホランダー師範、世界 60か国） 

３ 開催日   ２０１９年３月２４日（日） 

        選手受付 午前９時００分開始  審判集合 午前９時３０分    

開会式  午前１０時      試合開始 午前１０時１０分 

４ 会場    千葉ポートアリーナ（メインアリーナ.サブアリーナ） 

５ クラス   クラス ６００名選手出場予定 

６ 参加費   クラス番号１～３９ ７０００円  クラス番号４０～５０ ８０００円 

７ 問い合わせ先・申込先  

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

TEL/FAX 0120-578-573  携帯 080-5026-3058 メール noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp 

８ 添付資料  大会要綱  出場申込書 試合ルール 出場選手一覧表   賛助広告のお願い   

９ 申込み締切 ２０１９年１月３１日（木）期限厳守でお願いします。 



関係者各位様           [世界への登竜門]     2018年 10月吉日 

 第６回ＫＷＦ国際オープントーナメント 

［世界カラテグランプリ 2019］ 

大会要綱  

主催 ＫＷＦ極真会館日本本部 

本大会は、日頃の成果を国際レベルで競い合う、世界有数のオープント―ナメント国際空手道選手権大

会です。ヨーロッパ大会の選抜を兼ねた大会ですので、多数の参加をお待ちしています。 

１、開催日   2019年 3月 24日（日） 

２、時間    午前 9時選手受付開始  9時 30分審判集合  10時 00分開会式   

10時 10分試合開始（全クラス試合を一斉に開始します。） 

３、会場    千葉ポートアリーナ・メインアリーナ 千葉市中央区問屋町 1-20 TEL241－0006 

４、入場料   無料 

５、クラス   50クラス  クラス区分は出場申込書に記載しています。 

６、申込方法  「出場申込書」、「出場選手一覧表」、「参加費 7000円（クラス番号 1～39）もしくは 

        参加費 8000円（クラス番号 40～50）」、「団体・道場選手一覧表（必須！）」を、各 

        団体・各道場で一括して現金書留で下記に郵送して下さい。 

７、郵送先 〒266－0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 6－43―7 ＫＷＦ日本本部事務局  

TEL/FAX 0120-578-573 

８、申込締切 2019年 1月 31日（木）必着で有効とします。  

９、試合方法   ＫＷＦルール（国際空手道連盟ルール）に準じます。中学生以下は「審判定同時 

上げ」をおこないます。 

１０、重要事項 

①、本大会は、第 33回ＫＷＦ極真ヨ―ロッパ空手道選手権大会（満１２歳以上）の日本代表選手 

選考大会となります。各クラスの日本人成績優秀者に出場資格が与えられます。 

また、ＷＦＫＯ（世界極真格闘連盟）の最強ワンマッチ戦に招待されるチャンスもあります。 

（ＷＦＫＯが招待選手を指名してきます） 

②、１クラス１位―３位まで表彰します。３位決定戦はおこなわず、３位は２名となります。 

  （出場人数が少数の場合は表彰者は限定されます。）一般男子優勝者には奨学金を授与します。 

     ③、選手数の少ないクラスは、合併することがあります。 

④、選手申込多数の場合は、こちらから大会案内・申込書を送付した団体・道場を優先とします。 

⑤、事務局に納入した出場料は返却できません。 

⑥、選手は、健康保険証のコピーを持参してください（提出不要）。 

⑦、選手は各自でスポーツ保険に加入しておいて下さい。 

⑧、出場不可能となった場合は大会事務局まで連絡して下さい。 

⑨、大会当日の選手受付は、各コートで個人受付となります。その際に、体重測定もおこないます。 

⑩、ゼッケンは当日会場で選手受付時にお渡しします。 

⑪、来賓、代表者、審判員、役員に昼食を用意します。 

⑫、選手は各自で昼食を用意してください。 

⑬、武道空手として礼儀を守り品格ある大会にしたいと思います。 



⑧ 男子初中級 ⑨ 男子上級-30ｋｇ ⑩ 男子上級+30ｋｇ

⑪ 女子

⑫ 男子初中級 ⑬ 男子上級-33kg

⑭ 男子上級+33ｋｇ ⑮ 女子

⑯ 男子初中級 ⑰ 男子上級-37ｋｇ

⑱ 男子上級+37ｋｇ ⑲ 女子

⑳ 男子初中級 ㉑ 男子上級-40ｋｇ

㉒ 男子上級-50ｋｇ ㉓ 男子上級+50ｋｇ ㉔ 女子

㉕ 中１男子-45ｋｇ ㉖ 中１男子-55ｋｇ ㉗ 中１男子+55ｋｇ

㉘ 中２・３男子-55ｋｇ ㉙ 中２・３男子-60ｋｇ ㉚ 中２・３男子+60ｋｇ

㉛ 女子-48ｋｇ ㉜ 女子+48ｋｇ

㉝ 男子-60ｋｇ ㉞ 男子-65ｋｇ ㉟ 男子+65ｋｇ

㊱ 女子-50ｋｇ ㊲ 女子+50ｋｇ

㊵ 軽量級-65ｋｇ ㊶ 中量級-75ｋｇ ㊷ 軽重量級-85ｋｇ

㊸ 重量級+85ｋｇ

ただし、初中級クラス選手は道場代表者の許可があれば、それ以下の帯の選手でも出場できます。女子は帯の制限はありません。

なおクラス人数によっては統廃合があります。

印

　　　　年　　　月　　　日●氏名ははっきりと丁寧に記入し各欄の記入漏れ・記入間違えのないようにおねがいします。

道場TEL

フリガナ 生年月日

TEL

　　身長　　　　　　　　　㎝ 　体重　　　　　　㎏ 　段位・級位 段・級 　　　　　年　　　か月

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。

世界カラテグランプリ2019
第6回KWF国際オープントーナメント
　　　　主催　KWF極真会館日本本部

㊹ 軽量級-50ｋｇ ㊺ 中量級-60ｋｇ ㊻ 重量級+60ｋｇ

中学生

試合階級 出場クラス番号,クラス名

⑦ 女子

③ 初中級男女混合 ④ 上級男女混合

⑤ 男子初中級

(2018年4月～2019年3月までの学年)

⑥ 男子上級

（〒　　　　　－　　　　　）

マスターズ男子（45歳以上）

① 年中男女混合 ② 年長男女混合

クラス名

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

小・中・高　　　　　　年生学年
男　女

氏名

西暦　　　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

㊾ 軽量級-75ｋｇ ㊿ 重量級+75ｋｇ

所属道場
出場クラス番号

住所・TEL

　修行年数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（未成年の場合は保護者名）

（小学生初中級は小1～小2は橙帯まで、小3～小6は青帯まで、小学生上級は小1～小2は青帯以上、小3～小6は黄帯以上）

㊳ 軽量級-70ｋｇ ㊴ 重量級+70ｋｇ

㊼ 軽量級-75ｋｇ ㊽ 重量級+75ｋｇ

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。

一般男子新人（黄帯まで）

一般男子

一般女子

シニア男子（38歳以上）

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



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

学年

PCメールアドレス電話番号　団体・道場名

空手歴
クラス番号・クラス名 主な大会成績

　　　　　　　　　　[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



試合ルール 「旧来の国際空手道連盟ルール」に準じて行います。（ただし警告を加えます） 

 
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   以下の「明確な反則」があった場合反則とする。主審は注意の前にまず「警告」を与える。 

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。 

       （減点 2は技ありに相当） 

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」を行う。上段ひざげりは中学生以上可。 

 

８. 試合時間 

 本戦 延長戦 再延長戦 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   

一般男子新人 
シニア・マスターズ 

2分  2分   

一般女子 2分 2分 

 

2分 

準決から 

 

一般男子 2分 

準決勝から 3分 

2分 

  

2分 

準決から 

 

 

 

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 ○（網付き） 

 

○ ○ ○（女子△） △  

小学生 ○（網付き） ○ ○ ○（女子△） ○（小 3以上）  

中学生 ○（網付き） ○ ○ ○（女子△） ○  

高校生 ○（網なし） ○ ○ ○（女子△） ○  

一般男子新人 
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。）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（JKJO）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。      



 

２０１８年１1月吉日 

企業、道場等の関係各位 様 

 大会実行委員長 田中規順 

第 6回ＫＷＦ国際オープントーナメント 

「世界カラテグランプリ 2019」 

賛助広告のお願い 

 

拝啓 

 

初秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

2019年 3月 24日（日）、千葉ポートアリーナにて、第 6回 KWF国際オープン 

トーナメント「世界 KARATE GRANDPRIX 2019」を開催致します。この国際

大会は、流派を問わず外国人選手 100 名以上が参加する世界でも有名な完全オ

ープンな国際大会です。すべての国内外のフルコンタクト空手団体に参加を呼

びかけています。出費多端な折り誠に申し訳ありませんが、賛助広告を募集し

ています。皆様のご協力を頂いて立派な大会を開催したいと思っています。広

告主(スポンサー)様には大会来賓としてプログラムにお名前を掲載させていた

だきます。またメインコート前の来賓席にご招待（記念品、昼食付き）させて

いただきます。なにとぞご理解の上、ご協力よろしくお願い申し上げます。  

                   敬具  

              

○広告種類 道場、企業、店舗、事業所、医院、GYM、個人応援など 

 １、大会プログラム（A４版）   

   裏表紙（カラー）50000円     １ページ   40000 円    

   １/２ページ    20000円     １/４ページ 10000 円  

２、大会会場掲示物（タテ１m ヨコ１m）カラ―印刷 １枚 50000円  

２階正面の観客席前面に、御社名を掲示させて頂きます。 

○申込方法 現金封筒で、添付の申込書と代金を下記住所までお送り下さい。 

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

         広告原案をメール添付で送っても結構です。 

            noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp  

締切    ２０１９年２月２８日（木）   

問合せ先 TEL/FAX 0120-578-573 KWF極真会館日本本部 

 

 



第 6 回ＫＷＦ国際オープントーナメント 

「世界カラテグランプリ 2019」 

賛助広告申込書 

広告主様お名前 

ご担当者名 

電話番号 

メールアドレス 

 

広告種類 （該当する広告に○をつけて下さい。） 

１、 大会プログラム 

裏表紙  １ページ １/２ページ １/４ぺージ １/８ページ 

  ２、会場掲示物 

   

広告イメージ（申込団体のロゴマーク、写真、名刺も可です。） 

                                                                  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書と代金を、現金封筒で２０１９年２月２８日（木）までにお送り下さい。 

郵送先  〒266-0033  千葉県千葉市緑区おゆみ野南 6-43-7  

                   ＫＷＦ日本本部事務局 田中規順 

TEL/FAX  0120-578-573  メールアドレス noriyuki@kyj.biglobe.ne.jp 


