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全世界空手道連盟 試合規約 

カラテドリームカップ 別表１ 

 

■ 試合時間の規定 

各階級の試合時間を以下に規定する。 

クラス 本戦 延長戦 最終延長戦 

幼年 １分 １分 なし 

小学生各階級 
１分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 

中学生各階級 

高校生各階級 ２分 ２分 ２分 

学生各階級 ２分 ２分 ２分 

女子セーフティ（19才以上、35才未満） ２分 ２分 ２分 

女子セーフティ（35才以上、60才未満） ２分 ２分 なし 

シニア（35才以上、40才未満） ２分 ２分 なし 

シニア（40才以上、45才未満） １分３０秒 １分３０秒 なし 

シニア（45才以上、50才未満） １分３０秒 １分３０秒 なし 

シニア（50才以上、60才未満） １分３０秒 １分３０秒 なし 

本大会では体重判定及び試割判定はない。本戦、延長戦で勝敗が決しない場合は、最終延長を行う（マスト判定システ

ム）。 

■ 防具の規定 

各階級の防具着用を以下に規定する。 

※○印は「着用義務が有り」の意、×は「着用を禁ずる」の意 

※下腹部は通称ファールカップ（男子）及びアンダーガード（女子）を指す 

※ファールカップ（男子）及びアンダーガード（女子）は道着の下に着用すること 

※頭部（ヘッドガード）は、新極真会の会員は指定防具のヘッドガードは必ず持参をして下さい。また、貸出等も致しません。 

新極真会以外の選手は、指定防具のヘッドガードを極力各自でご用意下さい。会場内での貸出もございますが、数に限りがあります。 

※ヘッドガードの前面部分（プラスチック面）は着用すること（着用義務が有りの全階級） 

※防具はゴム部分の緩みやたるみのない物を着用すること 

※防具類は「防具ガイドライン」別表２を順守すること 

※心臓しんとう胸パッドは「D＆M社 品番 D-410～418 商品名 胸部保護パッド 定価5,565円」のみ使用可能です。 

クラス／部位 頭部 
脛と 

足甲 
膝 拳 下腹部 胸部 

ﾏｳｽﾋﾟｰｽ 

帯止め 

心臓しんとう胸ﾊﾟｯﾄﾞ※ 

幼年男子 ○ ○ 任意 ○ ○ × 任意 

幼年女子 ○ ○ 任意 ○ 任意 任意 任意 

小学生男子（1-2年生） ○ ○ 任意 ○ ○ × 任意 

小学生男子（3-6年生） ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 

小学生女子（1-2年生） ○ ○ 任意 ○ 任意 任意 任意 

小学生女子（3-6年生） ○ ○ ○ ○ 任意 任意 任意 

中学生男子各階級 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 

中学生女子各階級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 任意 

高校生男子各階級 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 

高校生女子各階級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 任意 

学生各階級 × × × × ○ × 任意 

女子セーフティ（19才以上、35才

未満） 
○ ○ 任意 ○ ○ ○ 任意 

女子セーフティ（35才以上、60才

未満） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 任意 

シニア（35才以上、40才未満） × ○ ○ ○ ○ × 任意 

シニア（40才以上、45才未満） × ○ ○ ○ ○ × 任意 

シニア（45才以上、50才未満） × ○ ○ ○ ○ × 任意 

シニア（50才以上、60才未満） × ○ ○ ○ ○ × 任意 
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カラテドリームカップ 別表2                 

 

■ 防具ガイドライン（価格は税込み） 

 

今大会より以下の指定防具以外の着用は禁止となります。必ずご確認ください。 

その他の各部防具は以下のガイドラインを順守して下さい。 

 

１．脛と足甲：指定商品は以下です。色は白のみ可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．拳：指定商品は以下です。色は白のみ可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．下腹部： 

・男子ファールカップ 指定商品は以下です。 

 

 

 

 

 

 

 

マーシャルワールド製 品番ＬＳ   商品名 新極真会レッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＳＢ  商品名 新極真会ベロクロレッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＧ４０ 商品名 レッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＧ４５ 商品名 ベロクロレッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＧ４３ 商品名 幼児用レッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＳＹ  商品名 新極真会指先＆レッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＧ４２ 商品名 パーフェクトレッグサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＬＧ４８ 商品名 ＪＫＪＯスネサポーター 

イサミ製       品番ＳＬ-２２７ 商品名 新極真会レッグ&アンクル 

イサミ製       品番Ｌ-２２７  商品名 レッグ&アンクル 

イサミ製       品番ＳＬ-２８９ 商品名 新極真会イージーレガース 

イサミ製       品番Ｌ-２８９  商品名 イージーレガース 

イサミ製       品番ＳＬ-２５０ 商品名 新極真会トータルレッグガード  

イサミ製       品番Ｌ-２５０  商品名 トータルレッグガード 

イサミ製       品番Ｌ－２０５０ 商品名 ＪＫＪＯスネサポーター 

 

 

マーシャルワールド製 品番ＮＳ     商品名 新極真会拳サポーター 

マーシャルワールド製 品番ＮＧ２３   商品名 スーパー拳サポーター 

マーシャルワールド製 品番ＮＧ２３ＪＫ 商品名 ＪＫ拳サポーター 

イサミ製       品番ＳＬ-３０５８ 商品名  新極真会拳サポーター  

イサミ製       品番Ｌ-３０５８  商品名  拳サポーター 

イサミ製       品番Ｌ３０５０  商品名 ＪＫＪＯ拳サポーター 

マーシャルワールド製 品番ＦＣ      商品名 ファールカップ （色は白のみ可。） 

イサミ製       品番Ｌ６７２   商品名 金的サポーター （色は白のみ可。） 

イサミ製       品番Ｌ-６２１２ 商品名  カップ付スパッツ 



11 

 

・女子 アンダーガ－ド 指定商品を以下とします。 

 

 

 

４．胸部：指定商品は以下です。色は白のみ可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ヘッドガード：指定商品は以下です。色は白のみ可。 

 

 

 

・今大会よりヘッドガードは、新極真会の会員は指定防具のヘッドガードは必ず持参をして下さい。また、貸出等も致しません。 

・新極真会以外の選手は、指定防具のヘッドガードを極力各自でご用意下さい。会場内での貸出もございますが、数に限りがあり

ます。 

 

６．膝：指定商品は以下です。色は白のみ可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．心臓しんとう胸パッド：指定商品は以下です。 

 

 

 

※ 道着ズボンのインナーとしてスパッツを着用する場合、丈の長いもの（大腿部を保護するとみなされるもの）

は不可とします。 

※ サポ－タ－類の改造や違反を確認した場合は失格になる場合があります。 

各メーカーにて価格の変更がある場合がありますので購入に際しては事前にご確認ください。

イサミ製 品番ＳＳ-６ 商品名 女性用アンダーガ－ド 

マーシャルワールド製 品番 ＣＧＳ 商品名 女性用チェストガ－ド 

マーシャルワールド製 品番 ＣＧ32 商品名 JKJO女性用チェストガード  

イサミ製 品番 L-715/716 商品名 メッシュブラ（インナーパッド）  

イサミ製 品番 L-711/712 商品名 イサミスポ－ツブラ（インナーパッド） 

イサミ製 品番 D-16 商品名 インナーショートブラ（パッド付き） 

ウイニング社製 品番 GL-28 女性用チェストガ－ド 

テイクオフ社製 チェストガ－ド（※現在製造中止） 

マーシャルワールド製 品番ＫＧ 商品名 新極真会ローキックサポーター  

マーシャルワールド製 品番ＫＳ 商品名 新極真会ヒザサポーター 

マーシャルワールド製 品番ＫＳ１ 商品名 ヒザサポーター  

マーシャルワールド製 品番ＫＧＳ 商品名 ローキックニーガード 

マーシャルワールド製 品番ＫＧＰ１ 商品名 フレックスニーガード  

イサミ製       品番ＳＬ-１２２Ｉ 商品名 新極真会ローキックサポーター 

イサミ製       品番Ｌ-１２２Ｉ 商品名  ローキックサポーター  

イサミ製       品番ＳＬ-１２３  商品名 新極真会ニーキャップガード  

イサミ製       品番Ｌ-１２０  商品名  ニーキャップガード  

イサミ製       品番ＳＬ-１１０３ 商品名 新極真会ニーガード  

イサミ製       品番Ｌ-１１０３  商品名 ニーガード  

 

マーシャルワールド製 品番ＰＨＧ  商品名 パーフェクトヘッドガード 

マーシャルワールド製 品番ＨＧ１５ 商品名 パーフェクトヘッドガード（白のみ可） 

D＆M製 品番Ｄ-４１０～４１８ 商品名 胸部保護パッド 
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■マーシャルワールド製品（価格は税抜き） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ﾏｰｼｬﾙﾜｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰのご注文は 

新極真会各支部道場までお問い

合わせください。 

指定防具 

 

 

品番 LSY  

品名 新極真会指先＆ﾚｯｸﾞｻﾎﾟｰﾀ  ー

ｻｲｽﾞ S・M・L 価格 2,800円 

 

品番 CGS 

品名 新極真会女性用ﾁｪｽﾄｶﾞｰﾄﾞ 

価格 6,300円 
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■イサミ製品 

【サポーター】 

       

    
 

 

 

【防具】 

L-715メッシュブラ        L-711イサミスポーツブラ      D-16イサミショートブラ 

       

 

SS-6女性用アンダーガード(指定防具)    L-672 男性用金的サポーター 

        

■ウイニング製品  

                                      

 

 

 

 

※新極真会のマークが入ったイサミ製のサポー

ターのご注文は、新極真会各支部道場までお問い

合わせください。 

※ 防具のご注文は、イサミ製商品は、

http://www.isami.co.jpでお求めいただけま

す。商品の詳細については TEL 0480-24-0711ま

でお問い合わせください。 

 

GL-28ウイニングチェストガード 

※公認サポーターは白のみ（写真の下衣は関係なし） 

 

① ニーキャップガード  品番SL-123 価格1,600円 

② ローキックサポーター 品番SL-122I 価格2,600円 

③ ニーガード       品番SL-1103 価格2,600円  

④ 拳サポーター      品番SL-3058 価格1,600円 

⑤ レッグ&アンクル      品番SL-227 価格2,600円 

⑥ イージーレガース      品番SL-289 価格2,800円 

⑦  トータルレッグガード 品番SL-250 価格2,800円 

※新極真会各支部道場へお問い合わせ下さい。 

①ニーキャップガード ②ローキックサポーター ③ニーガード ④拳サポーター 

 

⑤レッグ&アンクル 

⑥イージーレガース 
⑦トータルレッグガード 

※上記ウイニング製商品は http://www.d7.dion.ne.jp/~winning/ でお求めいただけます。 

商品の詳細については TEL 03-3828-8136までお問い合わせください。  

 

http://www.isami.co.jp/
http://www.d7.dion.ne.jp/~winning/
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カラテドリームカップ 別表３ 

■ セーフティ・ルール 

 

 

●一本勝ち 

ａ）反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等有効技を瞬間的に決め、相手選手がダ 

ウンした場合、または膝をついた場合（３秒以内に立ち上がっても一本）。 

ｂ）足払い、下段廻し蹴りの合わせ技が見事に決まり、相手の体が宙に浮いて倒れた瞬間に 

タイミング良く下段突きを決めた場合。 

ｃ）相手選手が３秒以上戦意を喪失したとき。 

ｄ）「技有り」を２本取ったとき。 

 

●技有り 

ａ）反則箇所を除く部分へ、突き・蹴り・肘打ち等有効技を瞬間的に決め、そのダメージ 

により相手選手が大きく崩れた場合、または一時的に動きが止まった場合。 

ｂ）蹴り技がノーガード状態の上段にクリーンヒットした場合（但し、押しつけただけ、 

触っただけ、かすっただけの蹴りは無効）。 

ｃ）足払い、下段廻し蹴りの合わせ技、及び前蹴り・廻し蹴り等の蹴り技が見事に決まり、 

相手の体が宙に浮いて倒れた場合。 

ｄ）胴廻し回転蹴りなどの捨て身技をはずしてタイミング良く下段突きを決めた場合。 

ｅ）相手選手が戦意を喪失したとき（３秒以内） 

 


