
各　　 位

神戸チャレンジカップ実行委員会

1 日時 2023年2月26日（日）　  8：30　開場　　9：00　開始　　17：00　終了予定

2 会場 グリーンアリーナ神戸 　　神戸市須磨区緑台 TEL078-796-1155

3 種目 ※ エントリー数により種目を設定、又は統合する場合があります。

種目
番号 男子形競技

種目
番号 女子形競技

種目
番号 男子組手競技

種目
番号 女子組手競技

0 幼年 20 幼年 40 幼年 60 幼年

1 小学１年生 21 小学１年生 41 小学１年生 61 小学１年生

2 小学２年生 22 小学２年生 42 小学２年生 62 小学２年生

3 小学３年生初級 23 小学３年生初級 43 小学３年生初級 63 小学３年生初級

4 小学３年生中級 24 小学３年生中級 44 小学３年生中級 64 小学３年生中級

5 小学３年生上級 25 小学３年生上級 45 小学３年生上級 65 小学３年生上級

6 小学４年生初級 26 小学４年生初級 46 小学４年生初級 66 小学４年生初級

7 小学４年生中級 27 小学４年生中級 47 小学４年生中級 67 小学４年生中級

8 小学４年生上級 28 小学４年生上級 48 小学４年生上級 68 小学４年生上級

9 小学５年生初級 29 小学５年生初級 49 小学５年生初級 69 小学５年生初級

10 小学５年生中級 30 小学５年生中級 50 小学５年生中級 70 小学５年生中級

11 小学５年生上級 31 小学５年生上級 51 小学５年生上級 71 小学５年生上級

12 小学６年生初級 32 小学６年生初級 52 小学６年生初級 72 小学６年生初級

13 小学６年生中級 33 小学６年生中級 53 小学６年生中級 73 小学６年生中級

14 小学６年生上級 34 小学６年生上級 54 小学６年生上級 74 小学６年生上級

15 中学生初級 35 中学生初級 55 中学生初級 75 中学生初級

16 中学生中級 36 中学生中級 56 中学生中級 76 中学生中級

17 中学生上級 37 中学生上級 57 中学生上級 77 中学生上級

80 小学生団体 81 小学生団体

90 中学生団体 91 中学生団体

＊ 上　級　・・・　概ね各道場の２級以上

＊ 初　級　・・・　概ね各道場の６級以下

＊ 中　級　・・・　上記以外

　※　自主的に中・上級にチャレンジしていただいても結構です。

　※　小学生団体・・・男女別で各団体２チームまで(合計最大４チーム)

　　　　　　チーム編成・・・1～2年・3～4年・5～6年各１名

　※　中学生団体・・・男女別で各団体２チームまで(合計最大４チーム)

　　　　　　チーム編成・・・学年を問いません。

4 出場費 個人１種目　1,500円　　団体１チーム　1,800円

※ゼッケンの申込について・・・必要な選手は選手リストのゼッケン必要欄に「〇」を記入。

　　　１枚　180円　(＊形・組手別の場合は、ゼッケン別々欄に「別」を記入。　２枚　360円)

　　　(※団体競技は、ゼッケン不要です。)

２０２３年１月１２日

　第１２回　神戸チャレンジカップ２０２３　出場要項

神戸チャレンジカップ２０２３大会は、幼年・小学生・中学生の空手道に励む選手達に、自身のレベルにあった階級

で挑戦できる全空連競技規定に基づいたオープンな大会を開催します。早いもので、今回で１２回目を迎えました。

ぜひみなさんで、チャレンジしてみてください。



5 参加申込方法

下記ＨＰより、申込ファイルをダウンロードして頂き、入力後、E-Mailで申し込みください。

但し、手書きを希望される場合は、同送の申込用紙に記入し、ＦＡＸ・郵送等でお申し込みください。

※前回大会で、メール送信いただいた道場へは、エクセルファイルのフォーマットを送信しています。

※今回、メールが未着、またアドレスを変更された場合は、ご連絡ください。

※各道場の責任者は、選手リストに必要事項を確実に記入又は入力してください。

※未記入のエクセルファイルのフォーマットを希望される方は下記ＨＰよりダウンロードしてください。

※ダウンロードが出来ない方は、Ｅ－Ｍａｉｌにて、ご請求ください。

○ 申込〆切日

＜ＨＰアドレス＞ http://nrjp.com/challenge/
＜E-Mail送信先＞ challenge@nrjp.com
＜ＦＡＸ送信先＞ FAX：078-262-6674
＜〒送付先＞ 651-0056　神戸市中央区熊内町5-9-19　KIC内

　　神戸チャレンジカップ実行委員会　事務局   　　　TEL：078-262-6676

6 参加費等の納入について

7 今後のスケジュールのご案内

～ 2023年1月30日 ＜郵送＆E-Mail＞

　　↓　　※申込確認書の発送

2023年1月20日頃 ～ 2023年2月4日 ＜順次郵送＆E-Mail＞

　　↓　　※この期間、訂正・追加が可能です。必ずご確認ください。

　　↓　　<注>抽選後は、他の参加者に不利益となりますので、下記の各項目は出来なくなります。

　　↓　　　　　　＊学年・性別・参加競技等の変更・訂正・追加。

　　2023年2月5日　　　※以降追加等変更不可です。

　　↓　　※抽選は、事務局にて、代表幹事・事務局長立会いのもと、厳正に行います。

　　2023年2月8日発送 ＜郵送＞

　　↓　　※ゼッケンお申込みの場合、一緒にお送りします。

　　↓　　※入金案内をお送りしますので、大会開催日迄にお振込みをお願いします。

　　2023年2月10日 ＜HPに掲載＞

　　↓

　　2023年2月26日

　　↓　　※健康管理チェックシートを、必ず持参してください。

2023年3月1日 ＜HPに掲載＞

9 大会当日の入館方法

※

※

8 新型コロナ感染症・インフルエンザ感染防止対策

※

※

※

新型コロナ感染症・インフルエンザ感染防止対策として、人数制限は行いませんが、なるべく付添い家
族は少なくして頂きます様お願いいたします。

ゼッケン番号通知時に、最終の大会当日の対応をご案内いたしますので、ご確認頂きご対応をお願い
いたします。

アルコール消毒(手荒れ等の場合は、入館後の手洗い)や、入館後のこまめな手洗いの実行、マスクの
完全着用(鼻出し禁止／幼年選手を含む。)を徹底してください。

入り口で、自主的に検温を行ってください。検温時に、先にお渡ししている健康管理チェックシートをお
渡しください。
入館後も、マスクを着用(鼻出し禁止)し、まめに手洗い等を行い、感染対策をお願いいたします。また、
観客席からの応援は、拍手のみでお願いします。

２０２３年１月３０日(月)

新型コロナウイルスの蔓延状況が不明ですので、参加費等の金額を、２月８日発送予定の「ゼッケン番
号のお知らせ」時にご案内致します。大会開催日までに、お振込をお願い致します。

大会開催

大会結果記録掲載

申込期間

申込確認期間

トーナメント抽選

ゼッケン番号通知

トーナメント
＆進行表公開

mailto:challenge@nrjp.com
mailto:challenge@nrjp.com


各　　 位

神戸チャレンジカップ実行委員会

【申し合わせ事項】

＊ 上級は、おおむね各道場の２級以上とする。

＊ 初級は、おおむね各道場の６級以下とする。

＊ 中級は、上記以外とする。

但し、自主的に上位級(中・上級)にチャレンジしてもかまわない。

○ 道衣は白無地とし、胸マーク、袖マーク等は隠す。

○ 参加選手（幼年・小学生・中学生)は、全員白帯を着用する。

○ 形、組手とも横から入場する。

【形競技について】

○ 赤青戦とし、２名同時に演武する。

○

○

【組手競技について】

○

○ 競技時間は１分フルタイム、６ポイント差。(中学上級を含む競技は、１分３０秒)

○

○ メンホーの下にフェイスシールドを着用。

【団体組手競技について】

○

○ 小学1～2年・3～4年・5～6年より各１名の３名で行う。

○ 中学生は、学年を問わず３名で行う。

○ 他は、個人組手競技に準ずる。

1 出場選手は、スポーツ安全保険に、所属団体又は個人で加入していること。

2

3 異議、訂正の申し立ては、参加団体の代表者(本大会幹事)を通じて行ってください。

4

5 総合運動公園内は、完全禁煙です。喫煙はお控えください。

6 総合運動公園内には、ごみ箱がありません。ごみは各自で必ず持ち帰ってください。

7 総合運動公園内の備品や、植木等に傷つけたりしないように注意してください。

8 マナー・ルールを無視した行動があった場合、大会参加を拒否します。

２０２３年１月１２日

第１２回　神戸チャレンジカップ２０２３　大会申合せ事項

幼年・小学生の上・中・初級、及び中学生の中・初級は、基本形(平安、撃砕、四・十二の形も
可)とし、最後まで同じ形でもよい。準決勝より指定形の使用も可とする。

全参加選手には、メンホー、赤・青拳サポーター、ファールカップ(小学２年生以下は任意)、ボ
ディープロテクター、インステップ・シンガードの着用を義務付ける。

本大会は、(公財)全日本空手道連盟競技規定、及び、本大会申合せ事項に基づき行う。

□ □　大会開催にあたっての注意事項　□ □

１２歳未満ルール・ジュニアカデットルール・１５セコンドルールを適用。１０カウントルールは採
用しない。

小学校男女別・中学校男女別で、各団体２チームまで(合計最大８チーム)参加できる。

大会当日は、トレーニングセンター利用者や、他の会場利用者がおられます。迷惑にならない
ように注意してください。また、前記の場所へは、立入禁止です。

負傷の対応は応急処置のみ行います。治療費については本人負担になりますので、健康保
険証(コピー可)を持参してください。

中学生上級は、全空連第１および第２指定形とし、最後まで同じ形でもよい。準決勝より自由形
の使用も可とする。



＜参加形態＞　※該当に「○」を記載。　　　　※すべての関係者の方が、それぞれ各1枚の提出が必要です。

●

℃ ℃

℃ ℃
検
印

　　↑会場入り口で、検温しますので、記入不要です。

●

＜大会２週間前からの体調、及び当日の対応について＞
●

●

●

＜注意事項・本書の取扱いについて＞
※

※

●

＜連絡先＞　神戸チャレンジカップ実行委員会

〒651-0056　神戸市中央区熊内町5-9-19ＫＩＣ内
TEL  078-262-6676  FAX  078-262-6674　E-Mail:challenge@nrjp.com

　※本健康管理チェックシートは、事務局にて１ヶ月保管し、その後シュレッターにて破棄いたします。

－　　　      　　－

＜大会２週間前からの健康状態＞　　　※健康状態と、３回の検温結果を記入してください。

第１２回　神戸チャレンジカップ２０２３　健康管理チェックシート

上記大会の参加について、同意のうえ健康管理チェックシートを提出します。

健康管理チェックシート　対象者情報

フリガナ 携帯番号(※選手は、保護者の携帯)

(　　　)選手　・　(　　　)保護者　・　(　　　)幹事　・　(　　　)審判員　・　(　　　)役員　・　(　　　)補助員他

形ゼッケン
　 番号

組手ゼッケン
　　番号

氏　　名

また当日入口にて、喉の痛み、せき、痰、呼吸困難、味覚障害、嗅覚障害、下痢、嘔吐等の異常の有無を確認
させていただきます。

当日、会場または会場周辺においてはマスク着用にご協力ください。また、会場に設置しておりますアルコール

での消毒または、こまめな手洗いをしていただきますようお願い申し上げます。また、食事をする際は出来る限り

の間隔を取り、会話を控えてください。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

大会終了から、３月１２日までの間に、体調不良を起こし、医療機関にて新型コロナウイルス感染症、インフルエ

ンザウイルス急性感染症、ノロウイルス感染等感染症の疑いがあると判断された時は、速やかに下記の事務局

へご連絡をお願いいたします。

本健康管理チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認す

ることを目的としております。記入いただいた個人情報については当委員会が適切に取り扱い、参加者の健康

状態の把握、来場可否の判断のためのみに利用します。

但し、当該事業にて感染症患者またはその疑いがある方が発見された場合は、必要な範囲で保健所等に提出

することがあります。

２月２５日　起床後の検温

当日　起床後の検温

２月１２日から、２月２５日までに、発熱、喉の痛み、せき、痰、呼吸困難、味覚障害、嗅覚障害、下痢、嘔吐等の
症状は、ありましたか。

２月２６日の朝に、発熱、喉の痛み、せき、痰、呼吸困難、味覚障害、嗅覚障害、下痢、嘔吐等の症状は、ありま
したか。

当日入口にて検温を行います。1回目に37.5℃以上を計測した方は、時間をおいて2回目を行います。(1人2回
まで計測)   原則、37.5℃以上の方は入館をお断りさせて頂きます。

２月１２日から、２月２５日までの間に37.5℃以上が2回以上あった場合は、医療機関にて新型コロナウイルス感

染症、インフルエンザウイルス急性感染症、ノロウイルス感染等感染症でないことを確認したうえで、参加してく

ださい。(確認されていない場合は、入館をお断りいたします。)

２月２５日　就寝前の検温

会場　入場時の検温

　(　　)症状が無かった。　・　(　　)症状があった。(内容：　　          　　　　　　　　　　　　　　　　)

　(　　)症状が無かった。　・　(　　)症状があった。(内容：　　          　　　　　　　　　　　　　　　　)




