
第１６回 ＭＡＣジュニアカップ 関東空手道選手権大会 大会案内 
 

主 催  空手道ＭＡＣ事務局 

日 時  ２０２１年６月６日（日） 

場 所  川崎市とどろきアリーナ（メインアリーナ） 

     川崎市中原区等々力１番 3 号  TEL ０４４（７９８）５０００ 

時 間  選手集合：9 時   開会式：９時３０分  試合開始：10 時  大会終了：15 時予定 
 

趣 旨  大会に参加してみたいが、レベルが高そうで…。出場した事はあるが勝利経験が無い…。    

いろいろな経験をつんでみたい…。型にもチャレンジしてみようかな…。 

こういった方々の為の大会です。細かいクラス分けにより同等のレベルの者同士が戦えるように 

配慮いたします。 
 

出場種目   型の部（男女混合）※太極Ⅰ～平安Ⅴ、ヌンチャクの型(個人のみ) 
      ①個人 
      対象は空手道ＭＡＣに所属する、全ての幼児、小学生、中学生（黒帯は除く）の道場生とする。 
      帯別にクラス分けし、2 回の試技で順位を決定いたします。※ カテゴリー詳細は別紙にてご確認下さい。 

②団体 
対象は空手道ＭＡＣに所属する、全ての幼児、小学生、中学生（黒帯は除く）の道場生とする。 

      ペアの部（2 人組）、トリオの部（3 人組）、カルテットの部（4 人組）に分けて型を競い合う。 
 ※ カテゴリー詳細は別紙にてご確認下さい。 

 

組手の部（男女別） 
①初心クラス 
対象は幼児・小学校 1～６年生で、大会初出場者、又は出場大会未勝利者 

※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
②初級クラス 
対象は幼児・小学校 1～６年生で、出場大会にて２勝以内の勝利経験者ただし入賞経験はなし 

※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
③初中級クラス 
対象は幼児・小学校 1～６年生で、出場大会にて３勝以上経験者、又は入賞経験者 
※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
④中学生男子の部 ※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
⑤中学生女子の部  ※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
⑥キック限定組手クラス ※ カテゴリー詳細および対象帯は別紙にてご確認下さい。 
※ 申込み状況により学年の統合や男女混合のカテゴリーも生じます。予めご了承下さい。 

 

応 援  空手道 MAC 内部の交流大会ですので、すべて空手道 MAC 同士の対戦となります。 

     道場により参加人数が異なります、公平な試合の場となる為に戦っている選手の応援・セコンドは 

選手の親御さんのみと致します。（空手を習っている兄弟も応援はできません）  
 

試合形式 ＪＫＪＯ全日本空手審判機構・公認ジュニアルール 
 

審判員  空手道 MAC 内部試合の為、各道場の指導員が審判を致します。 
 

参加費  型の部（個人）３０００円  （団体･１人につき）２０００円 型ダブル（個人＆団体）４５００円 

     組手の部４０００円  型＆組手（型個人・組手）６５００円 （型団体・組手）５５００円 

トリプル参加（型個人・型団体・組手）８０００円 

     ※ 優勝、準優勝、第 3位、その他全選手に賞状・チャレンジ賞を贈呈します。 
 

受 付  事前にゼッケン、パンフレットを各道場に郵送致します。当日の受付は行ないません。 

     ※ 欠場者がいる場合は、当日にコートの司会係りお伝え下さい。 
 

保 険  参加者は必ず各支部、道場でスポーツ保険に加入して下さい。 
 

お弁当  当日は、お弁当は出ません。各自でご用意下さい。 
 

演武発表会 当日は各道場の有志による型の発表や演武も募集致します。声を掛け合って、奮ってご参加下さい。 
 

申込締切り ２０２１年４月２３日（金）大会事務局必着    ※ 道場〆切  月  日（  ） 
 

申込み先  〒133-0056 東京都江戸川区南小岩２‐１‐５ 

      空手道 MAC 東京･江戸川道場  ジュニアカップ事務局  ℡03‐５６９３‐１５８０ 

※各道場にて取りまとめ、一括でお申込み下さい。個人での申込みはご遠慮下さい。 

本大会は新型コロナウイルスの感染予防対策を講じて開催致しますが、感染状況や参

加人数によっては、大会の規模縮小又は中止の場合もございます。予めご了承下さい。 

尚、中止の場合、参加費は全額返金致します。 



ＭＡＣジュニアカップ クラス別カテゴリー詳細及び注意事項 
 

◆型の部◆（男女混合） 
◎個人・A クラス 
過去の MAC ジュニアカップ、型交流試合、他流派主催の型大会にて３位以内の入賞者 
・試技する型は現在の帯の型、又は一つ上の帯の型を申込みの段階で選択して下さい。 

・太極Ⅰの部（白帯・オレンジ帯） ・太極Ⅲの部（青帯） ・平安Ⅰの部（黄帯） ・平安Ⅱの部（紺帯） ・平安Ⅲの部（緑帯） 

・平安Ⅳの部（紫帯） ・平安Ⅴの部（茶帯） 
※ カテゴリー分けは参加状況を確認した後、学年、試技する型の種類などを考慮して主催者側で判断いたします。 

※ 試技は一人で２回を行い、審判員の採点（非公開）で順位を決定します。 

◎個人・B クラス 
上記の A クラスに該当しない選手の参加クラスです。 
・試技する型は現在の帯の型を行います。 
・太極Ⅰの部（白帯・オレンジ帯） ・太極Ⅲの部（青帯） ・平安Ⅰの部（黄帯） ・平安Ⅱの部（紺帯） ・平安Ⅲの部（緑帯） 

・平安Ⅳの部（紫帯） ・平安Ⅴの部（茶帯） 

※ 試技は一人で２回を行い、審判員の採点（非公開）で順位を決定します。 

◎団体（ペアの部…２人組、トリオの部…３人組、カルテットの部…４人組で１チームを構成） 
※ チームのメンバーの帯の色は揃えなくてもよいものとする。ただしメンバーのレベルにあった型の種類を選択する事。 
※ カテゴリー分けは参加状況を確認した後、試技する型の種類などを考慮して主催者側で判断いたします。 

※ 各チーム 2 回試技を行い審判員の採点（非公開）で順位を決定します。 

◎ヌンチャクの型 （男女混合） 
※ ヌンチャクの型Ⅰ又はⅡの試技を行います。試技は一人で２回行い、審判員の採点（非公開）で順位を決定します。 

 

◆組手の部◆（男女別） 
◎初心クラス  

大会初出場者と過去の参加大会にて未勝利者（勝利経験のない者のみ） ※他流派主催の大会も含む 
・幼児の部(白帯以下)・１年生の部(橙帯以下)・２年生の部(青帯以下)・３年生の部(青帯以下)・４年生の部(黄帯以下) 

・５年生の部(黄帯以下)・６年生の部(紺帯以下) ※ 基本的に４人トーナメント制、又はリーグ戦にて行います。 

◎初級クラス  

出場大会にて２勝以内の勝利経験者、ただし入賞経験はなし （1 回でも勝利経験がある人） 
※出場大会は初級・交流試合レベルとし他流派主催の大会も含む 
・幼児の部(橙帯以下)・１年生の部(橙帯以下)・２年生の部(青帯以下)・３年生の部(黄帯以下)・４年生の部(黄帯以下) 
・５年生の部(紺帯以下)・６年生の部(紺帯以下)  

※ 基本的に４人トーナメント制、又はリーグ戦にて行います。 

◎初中級クラス  
出場大会３勝以上経験者と入賞経験者 ※出場大会は初級・交流試合レベルとし他流派主催の大会も含む 
・幼児の部(橙帯以下)・１年生の部(橙帯以下)・２年生の部(青帯以下)・３年生の部(黄帯以下)・４年生の部(黄帯以下) 

・５年生の部(紺帯以下)・６年生の部(紺帯以下) 
※ 基本的に４人トーナメント制、又はリーグ戦にて行います。 

※ 他流派主催の出場４名以内の入賞者は除きます。 

※ JKJO 選抜試合に出場経験のある選手は出場できません。（女子の出場は問いません） 
※ 過去の MAC ジュニアカップ初級クラス優勝者はこのカテゴリーにエントリーして下さい。 

◎中学生男子の部 大会入賞暦なしの者。  
・初心クラス軽量級（白～青帯） ・初心クラス重量級（白～青帯） 

・初級クラス軽量級（黄帯以上） ・初級クラス重量級（黄帯以上） 

※ 参加状況をみて、主催者側で軽量級・重量級に分けさせて頂きます。 
※ 初心クラスは小学生時代の入賞歴も含みますが、初級クラスは小学生時代の入賞歴は問いません。 

◎中学生女子の部 大会入賞暦なしの者。（小学生時代は可） 
・軽量級 ・重量級 

※ 参加状況をみて、主催者側で軽量級・重量級に分けさせて頂きます。 

※ 参加対象は緑帯以下の選手とします。 

◎キック限定組手クラス （男女別） 
キックの技術力向上を目指し、キックのみ使用できるポイント制のルール 
基本的に二学年合同とし体重、帯の色（初級：黄帯以下、上級：紺帯以上）を考慮し４人トーナメント制又はリーグ戦にて行います。 

※ ルールの詳細は道場指導員にご確認下さい。 
 

◆注意事項◆ 
・型の部（個人）とヌンチャクの部の両方参加、組手の部とキック限定組手の部の両方参加はできません。その他のカテゴリーの   

組合せは自由です。（例）型個人＆型団体、型個人＆組手、型団体＆組手、型個人＆型団体＆組手 

・大会当日より２ヶ月前以内（４月６日）に審査会にて帯が変わった方は、変る前の帯にて申し込んで頂いても構いません。 
所属道場の代表者にご相談下さい。 

・参加人数が少ないクラスは、学年の統合、男女混合などする場合がございます。予めご了承下さい。 

・カテゴリーによっては午後から開始となるカテゴリーもあります。コート、試合順番は事前に配布致しますパンフレットにて確認
して下さい。尚、午後からの開始が事前にわかっていても、開会式には必ず参加して下さい。 

・自分の試合が終っても直ぐに帰らずに、仲間の試合を見たり、ウォーミングアップを手伝ったりさせて下さい。大会の場ではあり

ますが、試合会場は道場、試合は稽古の延長線上である事をご理解、ご協力下さい。    
保護者の皆様も、セコンドの際にガムを噛んだままや、帽子を被ったままなどの礼節を欠く行為はお控え下さい。 

・体育館アリーナ内は、土足禁止となります。スリッパ、体育館シューズをお持ち下さい。 

・当日は選手にお弁当は出ません。各自でご用意下さい。ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 
・各道場により参加人数が異なります。応援の公平性を考えて、試合中の応援やセコンド行為は選手の親御さんのみとさせて 

 頂きます。ご協力お願い致します。応援の方も選手同様、挨拶など礼節を持って臨んで下さい。 

・参加カテゴリーや内容で不明な点がある場合は、大会事務局ではなく所属道場の責任者にご相談下さい。 



フリガナ�

○をつける ○をつける

平安Ⅴの部（茶帯）

男・女 生年月日 平成  ��年��月��日���才

����㎏ 昨年の型大会出場数 　　　　回

※Bクラスは、Aクラスに該当しない選手になります。

※Aクラスの出場者は現在の帯の型、又は一つ上の帯の型を選択して下さい。

参加クラスのカテゴリー欄の横の枠に○を付けて下さい。

��������道場 幼児・小学・中学���年生 空手歴学�年

体重

※Aクラスは過去のMACジュニアカップ、型交流試合、他流派主催の型大会にて3位以内の入賞者。

平安Ⅲの部（緑帯）

第16回MACジュニアカップ関東空手道選手権大会 型の部(個人)出場申込書

※ 記入データ(生年月日、空手歴）は大会当日（6月6日）の状況で記載して下さい。

���年��ヶ月

��級���帯 身長 ����cm

�������大会実行委員会��空手道MAC事務局��渡辺�正彦�殿
�
���������������������������令和��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誓います。
又、本大会における負傷・事故にきましては主催者側にその責任を一切問いません。

氏�名

所�属

級･帯色

※大会の2ヵ月前に昇級審査会が行われた場合は、昇級前の帯の部での出場も認めます。

��・参加人数が少ないクラスは、統合、廃止する場合があります。

��・組手の部、型の部（団体）とダブルエントリーする事も可能です。

��・ヌンチャクの型も上記の内容で行い、試技はヌンチャクの型Ⅰ又はⅡを行います。

��・試技はMACが認定する、帯の型を2回行い順位を決定いたします。

��・太極Ⅰの部~平安Ⅴの部までは、学年、体格を考慮したグループ分けで行います。

��◆注意事項◆

��・試技は一人で行い、3人の審判員の採点（非公開）で順位を決めます。

平安Ⅳの部（紫帯）

Aクラス

太極Ⅰ

太極Ⅲ

平安Ⅰ

平安Ⅱ

平安Ⅲ

平安Ⅳ

平安Ⅴ

Bクラス

平安Ⅱの部（紺帯）

ヌンチャクの型

太極Ⅰの部（白帯・オレンジ帯）

太極Ⅲの部（青帯）

平安Ⅰの部（黄帯）



ﾌﾘｶﾞﾅ

○印

��回

○印

　　　回

○印

有・無

有・無

○印

小学5・6年生 初級の部 中学生の部

小学1・2年生 初級の部 小学3・4年生 上級の部

小学3・4年生 初級の部 小学5・6年生 上級の部

3勝以上又は入賞大会の記入 責任者評価 1･2･3･4･5

キック限定組手クラス�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。
参加カテゴリー 小学1・2年生 上級の部

過去の大会出場回数 ����回 勝利歴 責任者評価

中学生男子の部�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。

小学2年生の部（青帯以下）

中学生女子の部�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。

過去の大会出場回数 ����回 勝利歴

初級クラス（黄帯以上）

3勝以上又は入賞大会の記入

はい��・��いいえ

中学生女子の部�

1･2･3･4･5

1･2･3･4･5責任者評価

小学6年生の部（紺帯以下）

責任者評価 1･2･3･4･5

小学1年生の部（オレンジ帯以下） 小学5年生の部（紺帯以下）

初中級クラス�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。
参加カテゴリー 小学3年生の部（黄帯以下）

過去の大会出場回数 1･2･3･4･5

幼児の部（オレンジ帯以下） 小学4年生の部（黄帯以下）

1･2･3･4･5

小学2年生の部（青帯以下） 小学6年生の部（紺帯以下）

責任者評価

小学2年生の部（青帯以下） 小学6年生の部（紺帯以下）

幼児の部（オレンジ帯以下）

幼児の部（白帯以下）

小学1年生の部（オレンジ帯以下）

過去の大会出場回数 責任者評価

男・女 生年月日 平成���年��月��日���才

　　　　回

空手歴

体重 ����㎏ 昨年の出場大会数

氏�名

所�属

級･帯色

初心クラス（白~青帯）

学�年���������道場

初心クラス�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。

※ チェックがない場合は了承と致します。いいえの場合は不参加となりご返金致します。�������������特に女子、初中級クラスは2学年合同にな
る場合が多くあります。

初級クラス�※ 参加条件は、別紙、クラス別カテゴリー詳細及び注意事項を参考にして下さい。
参加カテゴリー

第16回MACジュニアカップ 関東空手道選手権大会 組手の部 出場申込書

※ 記入データ(生年月日、空手歴）は大会当日（6月6日）の状況で記載して下さい。

���年��ヶ月

��級���帯 身長 ����cm

大会実行委員会

空手道MAC事務局��渡辺�正彦�殿�������令和���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誓います。

又、本大会中における負傷・事故にきましては主催者側にその責任を一切問いません。

幼児・小学・中学�����年生

希望者のみご回答 参加人数によては2学年合同でも構わない

小学4年生の部（黄帯以下）

小学1年生の部（オレンジ帯以下） 小学5年生の部（紺帯以下）

小学3年生の部（青帯以下）参加カテゴリー

小学3年生の部（黄帯以下）

小学4年生の部（黄帯以下）

小学5年生の部（黄帯以下）
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