
謹啓
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、関西ＰＯＩＮＴ＆Ｋ．Ｏ．錬成大会を開催する運びとなりました。今大会は　健全な青少年の育成とPOINT＆KOルールの普及の為、開催いたします。

関係各位のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白
◆開催日　　　２０２１年１２月１９日（日）　午前９時受付　　午前９時４５分　　試合開始　

◆進行　　　 参加人数次第で2部制または3部制で実施の場合があります。　（開会式・閉会式は行いません）

◆会場　　　　八尾市立総合体育館　ウイング　サブアリーナ八尾市青山町３丁目５－２４　　

◆主管 特定非営利活動法人　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.ルール協会
空研塾西田道場　　　顕正会館　天志道場    健慎会   京空会

KARATE宮崎道場 　龍壱道場

◆出場資格　　空手道を修業している健康な幼年～一般男女・マスターズ

※学年ごと・年齢別などで一旦募集。応募者数に応じて各クラスレベル分けします。

※友好道場のみ。フリーでの参加はできません。

◆大会形式　　ポイント＆ノックアウトルール

◆参加費　　 4０００円
※保険は個人または参加道場のスポーツ保険で対応してください。

※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返金はされません。

※天災や行政の規制等でやむを得ない事情で開催できない場合は1か月前までは全額返金、

　以降は５０％の返金となる旨をあらかじめご了承ください。

◆ 階級　　　　※各クラス男女別（幼年のみ男女混合）・中学・高校生は体重別

※エントリー人数によっては、クラスの統廃合も有り。

幼年・小学生 本戦１分→延長１分（ポイントが入った時点で終了）

中学生・高校生・一般女子・マスターズ男女 本戦１分３０秒→延長１分（ポイントが入った時点で終了）

一般男子 本戦２分→延長１分（ポイントが入った時点で終了）

※いずれの場合も再延長有り

安全性 勝敗
今大会は安全性を第一に考え全員に以下を義務付ける ・一本勝ち

※感染症をを考慮し、基本的に防具は全てご持参願います ・ポイント：３ポイントで一本勝ち、２ポイントの差がついた場合も一本勝ち

※布製の拳サポーター、足サポーター、男子はファールカップを各自持参着用 　　　　　：どちらかの選手が２ポイントを先取した場合、その時点で一本勝ちとなる

※ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞは面付きであれば、形式は問いません ・判定勝ち・反則ないし失格により判定される

※男子のファールカップはズボンの中に着用

※極端にクッション部分が磨り減ったサポーターは不可。膝サポーターは任意 ポイントについて

※女子はスポーツブラの着用可（スポーツブラはＴシャツの中に着用すること） 有効打ポイントが無い場合は主審２ポイント、副審１ポイントでの判定により勝敗が決まる

※胸ｶﾞｰﾄﾞ（心振盪用ｶﾞｰﾄﾞ）の着用は任意 審判は基本的に主審１名、副審２名での３審で実施される      注　引き分けは０ポイント

　但し腹部にパットの有るタイプは不可。 例

　また、胸ｶﾞｰﾄﾞは空手着の中に着用すること ①主審赤、副審は白と赤の場合の判定　　⇒赤３ポイント、白１ポイントにより『赤の勝ち』

※ヘッドガードのみ用意出来ない人には貸し出し可 ②主審赤、副審二人とも白の判定　　　　⇒赤２ポイント、白２ポイントにより『引き分け』

　その他の防具に関しての貸し出しは致しません ③主審赤、副審二人とも引き分けの判定　⇒赤２ポイント、白０ポイントにより『赤の勝ち』

④主審赤、副審白と引き分けの判定　　　⇒赤２ポイント、白１ポイントにより『赤の勝ち』

クラス分けコンセプト 有効技
・各学年・男女別・年齢別で実施 手による顔面・金的以外の攻撃は有効

・応募によりクラス内のレベル分けを実施 帯より上の蹴り技は全て有効（一般は流れの中での下段蹴りは有効）以外の攻撃はすべて有効

・入賞者を表彰します。 但し、膝蹴りは中段のみ有効とする

※出場クラスによって統合、廃止になる場合があります

反則技
参加資格 頭突き・手・肘による顔面攻撃

健康状態良好な男女 金的攻撃・ダウンした相手を攻撃・背後からの攻撃

全クラス掴み・引っ掛け無し　　上段膝蹴りは禁止（今回から一般も上段膝蹴りは反則）

下段蹴り（一般男子は攻撃の流れの中でのみ有効）

注意事項 反則は悪質なものを除いて注意１が与えられ、注意２で減点１、減点２で失格になる

※身長・体重・入賞歴など記入忘れ、間違いが無いようにご注意ください

※各学年の「　」kg未満クラスは当日計量します。体重オーバーは失格 来場に関して
※参加人数により午前午後の２部制になる場合があります ※会場内での盗難、トラブル、事故などは一切責任を負えません

　その場合は予め所属道場へ連絡します ※体育館駐車場の台数に限りがあります。公共の交通機関を使ってお越しください

※今大会の写真や動画を、 ※体育館駐車場が満杯の場合は係り員の指示に従ってください

各ＨＰ・ＳＮＳなどに 掲載またはjcomテレビ・ラジオ等での ※周辺への迷惑駐車は絶対にしないようにお願いします

放送の場合がありますのでご了承ください ※体育館開館時間８時４５分を厳守してください。従業員口・搬入口からの入場禁止

※体育館内にゴミ箱はありません。ゴミは全てお持ち帰りください

【申込方法】 参加申込書と参加費用を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送して下さい。

各流派・各支部等、出来るだけまとめて申し込みしてください。

【問合せ先】 TEL090-1440-6164　FAX072-336-8232　　　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会　　

   　 　大会審判長　西田真司

　【送付先】 〒579-8065    大阪府東大阪市新池島町３丁目7-5　　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会

TEL090-4292-4098　FAX072-982-9798　　　大会事務局　　宮崎忠郁

◆試合時間　

11月14日（日）
必着

2021年

締切日

◆主催　　　　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会

第２回　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.錬成大会
出場選手募集要項

◆◆◆大会での 新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について、別紙の承諾書を受付時に必ず提出してください ◆◆◆

注：大会に関する情報は関西空手道POINT&K.O.協会ＨＰ にて広報します。郵送・その他の通知は一切行いません➡ ＨＰ：point-and-ko-kansai.com



1 幼年（男女混合）　 5 小学４年男子 10 小学１年女子 15 小学６年女子

2 小学１年男子 6 小学５年男子 11 小学２年女子 16 中学生女子軽量級　

3 小学２年男子 7 小学６年男子 12 小学３年女子 47㌔未満

4 小学３年男子 8 中学生男子軽量級　 13 小学４年女子 17 中学生女子　重量級

55㌔未満 14 小学５年女子

9 中学生男子　重量級

18 高校生男子軽量級　70㌔未満 20 高校生女子軽量級　55㌔未満

19 高校生男子　重量級 21 高校生女子　重量級

22 一般女子　（防具あり）　18歳以上　未成年は保護者許可  要

23 一般男子　（防具なし）　18歳以上　未成年は保護者許可  要

24 マスターズ　男子　（中上級可）

25 マスターズ　女子　（中上級可） （マスターズは40歳以上）

【申込方法】 参加申込書と参加費用を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送して下さい。
各流派・各支部等、出来るだけまとめて申し込みしてください。

【問合せ先】 TEL090-1440-6164　FAX072-336-8232　　　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会
　　 　大会審判長　西田真司

　【送付先】 〒579-8065    大阪府東大阪市新池島町３丁目7-5　　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会
TEL090-4292-4098　FAX072-982-9798　　　大会事務局　　宮崎忠郁

１１月21日（日）
必着

単に勝敗にこだわるあまりに、審判や対戦相手に暴言を吐くような方はお断りします。

２０２１年１２月１９日（日）

大会実行委員長　殿

私儀、下記の通り相違なく、また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。
また試合中における負傷、事故、紛失、盗難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。

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

開催日

また、負けた選手を暴行するような行為は一切控えるようにお願いします。主旨をご理解していただける方のみ、ご参加ください。

住所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　ー

ふりがな

選手
氏名

（学年）　　　　　　　　　　　　　 年生

（年齢）　    　満　　　　　　　　　　歳

男
・
女

生年
月日

昭和・平成　　　　　年　　　　月　　　　　日生

出
場
ク
ラ
ス
を
○
で
囲
む

大会入賞歴 内部試合含む

代表者
（支部長）

住所

段級位 ｋｇ　　        年　　　　　　月級・段 修行年数

締切日

代表者名
（支部長）

〒
ＴＥＬ

（代表又は支部長）

２０２1年

体重ｃｍ

　第２回　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.錬成大会

天災や行政の規制等でやむを得ない事情で開催できない場合は主催者の指示に従い不服の申し立てはいたしません。

身長

コメント欄

所属
流派名

（支部名）



① 37.5°を超える発熱　　臭覚・味覚の異常
② せき・のどの痛み・だるさ・息苦しさなどの風邪の症状
③ 同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる
④ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航又は 当該該当者との濃厚接触がある

◎ 体育館内全域ではマスクまたはフェイスシールドを着用。
◎ 体育館への入館は選手1人につき、付添１名
◎ 各クラスの受付時間までは体育館に入館しないようにしてください。
◎ セコンドには選手１名につき１名のみ（どなた様に限らず１名のみ）
◎ アリーナへの入場はタスキをした人（付添１名）のみです。
◎ 大きな声での会話・マスクを外しての応援等はお控えください。
◎ 試合の観戦・ウオーミングアップ等、試合以外の時も周囲の人と距離は、必ずあける

◎ 試合時はマスク又はヘッドガードに、フェイスシールドの装着義務付け。

◎ 試合を行っていない休憩時・ウオーミングアップや会話をする際にはマスクを着用してください。

◎ 試合後は出来るだけ速やかにお帰りください。

※混雑いたしますので事前に記入願います。体温のみ当日受付時の測定結果を記入してください。

度

度

付添者氏名（１名） 体　温

ご理解、ご協力ありがとうございます。

直筆でサインし、当日受付にこの用紙を提出

　　　　　　□上記について了承いたしました。　　　　　令和　３年　　　　月　　　　日

ゼッケン 選手名 流派名 体　温

　〇大会施設利用者または職員から発症者または陽性者が発生した場合に、
　   特定期間のご来場されたすべての方々に連絡を取る必要がある可能性がある為、主催者から連絡を取らせていただく場合があります。

誓約
私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催していることを理解し、

万が一私達（選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に一切の責任を問いません。

以上の事項に関して、ご確認いただき承諾されましたら用紙の□をチェックしてください。

大会への参加・来場をお断りさせていただきます

注意事項

大
会
会
場

選手
注意

～万が一感染が発生した場合の対応について～

　〇大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症または感染が判明した場合は、主催道場に対して速やかに報告してください。

　第２回　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.錬成大会　　主催　関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.協会

【大会での 新型コロナウイルス感染症拡大予防対策についての承諾に関して】

関西ＰＯＩＮＴ＆K.O.錬成大会出場に際して、以下の事項についてご確認ご協力ください。

当日受付で検温・承諾欄にチェック・付添者１名のサインを記入願います

※ご来賓の先生方には受付にて検温後、　『先生専用ホルダー』　を装着していただきますようご協力をお願いいたします。

出場選手・セコンド・保護者（応援の為、来場される方）について、大会前２週間における
以下に当てはまる方（選手も含む）は、


