
 

 ルーキーチャレンジ・ジュニアカラテトーナメント 2020 

        開催のご案内 

 

 謹啓 皆様におかれましては益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。 

 今般、「ルーキーチャレンジ・ジュニアカラテトーナメント 2020」をジャパンカップと同時開

催する運びとなりました。  

尽きましては、本大会はジャパンカップに出場するにはまだ早い選手たちを対象にした関東地

区限定の交流大会的な役割で行いたいと思います。 

 ジャパンカップと併設されて開催されることで、先輩たちと一緒に出場できる喜びと道場の絆

を分かち合う場にして頂けると幸いです。 

 また、通常ジャパンカップに於いてはスタッフの募集は致しませんが、交流大会としての観点

から選手・審判員・スタッフもご協力頂ける団体はよろしくお願い致します。 

 選手たちに夢の舞台をご用意してお待ちしております。               謹白 

 

  

 

                        ２０１９年１１月吉日 

                        空手道ＭＡＣ代 表  渡辺 正彦 

                              副代表  石島 偉樹 

                             

 

 

 

 

 

 

                 記 

         ルーキーチャレンジ・ジュニアカラテトーナメント２０２０            

         日 時 ２０２０年２月２３日（日）AM８：３０開場 

         場 所    横浜文化体育館 

         主 催 空手道ＭＡＣ本部事務局 

         後 援     Fight&Life    フルコンタクトＫＡＲＡＴＥ 

 

 

追記  同時開催のジャパンカップ大会の参加申し込み希望者は、空手道ＭＡＣホームページに 

    てダウンロードして下さい。〆切は 12月 24 日（火）です。    

 



ルーキーチャレンジ・ジュニアカラテトーナメント内容 

      

主 催 空手道ＭＡＣ本部事務局   TEL045-913-2183 

日 時 ２０２０年２月２３日（日）選手集合  AM８：３０、開会式 AM９:３０ 

場 所 横浜文化体育館 

横浜市中区不老町２－７   TEL045-641-5741 

出 場 ○幼年初級（［51］男子 ・［62］女子） ○小学１年（［52］男子 ・［63］女子） 

クラス  ○小学２年初級（［53］男子 ・［64］女子）  

      ○小学３年初級（［54］男子 29kg 未満［55］男子 29kg 以上［65］女子 29kg 未満［66］女子 29kg 以上） 

○小学４年初級（［56］男子 32kg 未満［57］男子 32kg 以上［67］女子 32kg 未満［68］女子 32kg 以上） 

○小学５年初級（［58］男子 37kg 未満［59］男子 37kg 以上［69］女子 37kg 未満［70］女子 37kg 以上） 

○小学６年初級（［60］男子 43kg 未満［61］男子 43kg 以上［71］女子 43kg 未満［72］女子 43kg 以上） 

○中学男子初級（［73］45kg 未満 ［74］55kg 未満 ［75］65kg 未満 ［76］65kg 以上） 

○中学女子初級（［77］45kg 未満 ［78］55kg 未満 ［79］55kg 以上）        全２９階級 

      ※中学生のカテゴリーは人数が多くなった場合は学年別ウエイト制になります。 

４名以内のカテゴリーは、合併や無くなる場合もあります。 

（○○kg 未満）のクラスは、当日又は前日計量を行います。前日計量は 22 日（土）17：30～19：00   

        会場内にて行います。セコンドはなしとなります。 

試合形式 JKJO 全日本空手審判機構・公認ジュニアルール（別紙参照） 

参加費 6,000 円（軽食・パンフレット） 

参加資格  JKJO 関東地区参加道場限定。(JKJO 非参加道場及び他地区の方は出場出来ません。) 

      初級クラスの者・２年以内（2018 年、2019 年）に JKJO 指定大会や各大会上級クラスに出場した選

手は出場できません。茶・黒帯は参加できません。 

        

その他 当日、選手・審判・協力団体責任者にはお弁当が用意されています。ゼッケンは当日お渡しします。

JKJO 指定のヘッドガードやサポーター類を各自で用意してください。主催者は用意しません。 

        

注意事項 出場選手は、各自で必ずスポーツ保険に加入しておいて下さい。 

申込み〆切 ２０１9 年１２月２４日（火）事務局必着〆切厳守！ 
※申し込み用紙と参加費は各道場単位でまとめて現金書留にて大会事務局宛にお送り下さい。    

また道場別出場選手一覧表（エクセルデータ＝ＭＡＣ公式サイト http://www.karatedo-mac.com/か

らダウンロード）をメール添付にて提出して下さい。道場・支部代表者の方が提出をお願いします。

一旦納入された参加費に関しては、いかなる理由があろうとも返却致しません。 

送信先メールアドレス → japancup@mac-shonan.yokohama 
                     ※本部事務局のアドレスではありません。MAC データ管理部門です。 

申込み先 空手道ＭＡＣ本部事務局 

〒２２４-０００１神奈川県横浜市都筑区中川５-３８-１４ 

TEL０４５-９１３-２１８３    FAX０４５-９１３-２０４７ 

 



ルーキーチャレンジ・ジュニアカラテトーナメント申込書 

 大会実行委員会 

 空手道 MAC 本部事務局  渡辺 正彦 殿           平成  年  月  日 

 

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事をここに誓います。 

又、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。 

大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。 

団体責任者           印 

  

保護者氏名           印  

 

 
フリガナ 

氏 名  

男 

女 

平成    年   月   日 

才 

住 所 
〒 

TEL    （   ）              

中学・高校  

のみ学校名 
 学 年 

 幼児（年小・年中・年長） 

 小学・中学・高校（   年） 

 空手歴     年   ヶ月 

級段位 

帯 色 

級  段 

色帯 
身 長 

cm 
体 重   

      kg     

各学年 

の出場 

クラス 

に○で 

かこむ。 

現在の 

学年記入 

です。 

○幼年初級（［51］男子 ・［62］女子）  

○小学１年初級（［52］男子 ・［63］女子） 

○小学２年初級（［53］男子 ・［64］女子）  

○小学３年初級（［54］男子 29kg 未満［55］男子 29kg 以上［65］女子 29kg 未満［66］女子 29kg 以上） 

○小学４年初級（［56］男子 32kg 未満［57］男子 32kg 以上［67］女子 32kg 未満［68］女子 32kg 以上） 

○小学５年初級（［58］男子 37kg 未満［59］男子 37kg 以上［69］女子 37kg 未満［70］女子 37kg 以上） 

○小学６年初級（［60］男子 43kg 未満［61］男子 43kg 以上［71］女子 43kg 未満［72］女子 43kg 以上） 

○中学男子初級（［73］45kg 未満  ［74］55kg 未満   ［75］65kg 未満   ［76］65kg 以上） 

○中学女子初級（［77］45kg 未満  ［78］55kg 未満   ［79］55kg 以上）       全２９階級 

［○○］は階級番号です。 

支 部 

道 場 

住 所 

〒 

 

☎   （  ）            

所 属 

流派名 

流派名の非公開希望は○をして下さい。    流派名非公開 

大 会 

入賞歴 
 

○（kg 未満）クラスは、前日、又は当日に計量を行います。申請体重及び各クラスの基準を超えている場合は失格となります。
+500ｇまで許容。減点出場はさせません。又、出場する全ての選手は虚偽のないよう正確に記入して下さい。  

○ゼッケンは、事前配布ではなく、当日道場毎にお渡します。 
○ 申込書・参加費とは別にデータ送付（japancap@mac-shonan.yokohama）が必要です。HP からダウンロードして下さい。 
 



代表者・責任者

電話

メールアドレス

ジャパンカップ

ルーキーチャレンジ 
合　計

MACへデータ送信

　　　　　　名　×　出場料6,000円　＝　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　月　　　日、送信済み（自動返信確認済み）

　※メールアドレスは必ず記入してください。エントリー後の重要事項お知らせはメール配信となります。

　※JKJO年間選手登録は、JKJO全日本大会出場希望者は必要となります。大会申し込みデータ登録とは
　　別途となります。大変ご迷惑をおかけします。

第22回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会
ルーキーチャレンジ ・ジュニアカラテトーナメント2020

出場選手申込書　総括表

＠

　　　　　　名　×　出場料8,000円　＝　　　　　　　　　　　円

書類送付先住所
（〒　　　　　）

印　　

団体名
支部・道場
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