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2017 年 7 月 1 日

SUPER 空手道ジュニア・ワールドグランプリ
硬式空手道推進団体各位
平素は硬式空手道の普及、発展にご協力賜り感謝申し上げます。
来る 11 月 11 日（土）、千葉県浦安市において SUPER 空手道ジュニア・ワールドグランプリを下記、実施要綱
のとおり、開催の運びとなりました。
当連盟におきましては、長年、「スーパーセーフを使用した、安全で判定のわかりやすい硬式コンタクト空手道」
を日本発の武道教育として推進して参りました。「人財育成教育」として小、中学校に教育プログラムとしての採
用を目標に活動を展開しております。
またスポーツ競技としても、スポーツアコードに 5 大陸 40 か国の国際組織として登録を目指し、ワールドゲーム
ズでの硬式空手道世界大会の開催を目指しております。
本大会は、国境・団体・流派を超えて一堂に会し、スーパーセーフを使用し怪我なく安全に試合をするという意味
で「SUPER 空手道」とし、海外の加盟国からも選手を招待し、未来を担うジュニアの親善試合、ホームスティ等、
国際文化交流を趣旨としております。
つきましては日本国内より流派、団体を問わず多数の参加を期待し、要項の通りご案内申し上げます。
世界硬式空手道連盟 WKKF 理事長 代行
SUPER 空手道ワールドグランプリ実行委員長
久高正光

実施要綱
Date ：

2017 年 11 月
10 日 金曜日 硬式空手道研修会、審判講習会、認定審査会
11 日 土曜日 SUPER 空手道ワールドグランプリ 本戦

会場：

千葉県浦安市総合公園内総合体育館メインアリーナ

主催：
後援：

ＮＰＯ法人 世界硬式空手道連盟
（申請予定）日本ユネスコ協会 浦安市 浦安市教育委員会 日刊スポーツ アルジェリア
大使館
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〒162-0044 東京都新宿区喜久井町 20
TEL/FAX: 03-3203-5765
競技種目：
組手試合

形競技

ジュニア 男子（7 歳～8 歳） 小学生低学年

ジュニア 男女混合（7 歳～8 歳） 小学生低学年

ジュニア 女子（7 歳～8 歳） 小学生低学年
ジュニア 男子（9 歳～10 歳）小学生中学年

ジュニア 男女混合（9 歳～10 歳）小学生中学年

ジュニア 女子（9 歳～10 歳）小学生中学年
ジュニア 男子（11 歳～12 歳）小学生高学年

ジュニア 男女混合（11 歳～12 歳）小学生高学年

ジュニア 女子（11 歳～12 歳）小学生高学年
ジュニア 男子（13 歳～15 歳）中学生

ジュニア男女混合（13 歳～15 歳）中学生

ジュニア 女子（13 歳～15 歳）中学生
ジュニア 男子（16 歳～18 歳）高校生

ジュニア男女混合（16 歳～18 歳）高校生

ジュニア 女子（16 歳～18 歳）高校生
☆エントリー受付後、人数が満たない部門については、カテゴリー変更の可能性があります。その場合は、
事前にご連絡いたします。
審判規則：
表彰：
参加費：

特別イベント：
申込先：

締切：

世界硬式空手道連盟試合審判規則による
各階級優勝 1 名 準優勝 1 名 第 3 位 2 名 メダル授与
形・組手総合優勝者には、ディズニーランドパスポートの副賞
WKKF 年会費 2,500 円（スポーツ安全保険に加入）
大会出場費 3,000 円 （形・組手 昼食 パンフレット含む）
11 月 10 日（金）10 時-12 時 審判員認定講習会 3,000 円
11 月 10 日（金）13 時-１5 時 指導者認定講習会 3,000 円
11 月 10 日（金）15 時-17 時 硬式空手道ワークショップ交流会 会員無料
１１月１１日（土） 19 時～ さよならパーティ

場所：未定

世界硬式空手道連盟 www.koshiki.org オンラインエントリー
〒162-0044 東京都新宿区喜久井町 20 Tel/Fax：03-3203-5765
E メール（wkkf@koshiki.org）
参加費振込先：三菱東京 UFJ 銀行 浦安支店 361 普通預金 0860535
NPO 法人世界硬式空手道連盟 代表久高正之
2017 年 9 月 30 日
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大会協賛のお願い
平素は、硬式空手道に深いご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
当連盟の国際普及事業、および本年予定しております SUPER 空手道ジュニア・ワールドグランプリにつきま
して、下記の通り、大会協賛を募っております。 広く国内外に、広報・宣伝させていただき、日本代表選手育成、
海外遠征派遣、国際指導員、審判員の育成および大会運営、セミナー開催等に生かさせていただきたく、何卒
当連盟事業の主旨ならびに意義をご覧察の上、誠に恐縮ではありますが、個人・企業・団体のみなさまからの
温かいご協賛・ご協力を賜りたくお願いを申し上げる次第です。当連盟へのご協賛が国際的に活動できる人材
育成、武道教育産業発展など社会に貢献する活動の一役を担うと捉えていただき是非ご支援いただきますよう
お願い申し上げます。
世界硬式空手道連盟 WKKF 理事長 代行
SUPER 空手道ワールドグランプリ実行委員長
久高正光
大会プログラム広告（A4 サイズ）
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パンフレット 1/4 ホームページリンク
パンフレット 1/2 ホームページリンク
（武道用品、食品、大会入賞賞品、大会記念品等）
1 口より パンフレット、ホームページ掲載
（試合場及びオーロラビジョン）企業ロゴ表紙掲載
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協賛広告料はお振込、またはホームページより PAYPAL 決済にてお申し込みお願い申し上げます。
申込先

NPO 法人 世界硬式空手道連盟
〒162-0044 東京都新宿区喜久井町 20 番地 TEL:03-3203-5765
e-mail: wkkf@koshiki.org
広告データ送り先 締切：2017 年 9 月 30 日

振込先

三菱東京ＵＦＪ銀行 浦安支店 普通預金 0860535
特定非営利活動法人 世界硬式空手道連盟
ホームページ Paypal オンラインクレジット決済
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