
■主 催：国際空手道連盟 極真会館

愛知県大会実行委員会（愛知東南･知多支部、愛知東三河支部、名古屋中央支部）

■開催日：平成３０年３月１８日（日）

■会 場：愛知県武道館(第一競技場)　名古屋市港区丸池町1丁目1-4　℡052-654-8541

〈 日　程 〉　受付 ９：００　　開会式 10：00　　　午前）型競技部門　　午後）組手競技部門

大会ルール 本大会のルールは、国際空手道連盟(IKO)ルール・青少年ルールに準じます。（ルールは所属道場にてご確認ください。）

参加資格 ○参加には支部長の許可、未成年は保護者の同意。

カテゴリーについて ○各カテゴリーの参加人数が4名に満たない場合は廃止、若しくは他カテゴリーと合併します。

組手競技部門 【 計 量 】

○大会当日に計量した体重が申込書に記入した体重より５㎏以上、重い場合は失格となります。

 体重別ｸﾗｽにおいて規定の重量より体重が重い場合は失格となります。（型試合はこの限りではありません）

  ※特に成長著しいお子様の場合、申込時と大会当日の体重に大きな差があることが予想されますのでその点も

  考慮の上お申し込み下さい。

○体重判定は、受付時に測定した体重を公式体重とします。

防具規定 ※別紙、防具規定参照

○一部の防具を除き全て極真会館公認品を使用いたします。

大会会場では販売しませんので必ず事前に購入して下さい。

○幼年、または低学年で体格的に膝サポーターの着用が難しく、スネサポーターが膝をカバーしている場合、

 膝サポーターは着用しなくても良い事とします。（判断は主催者が下します。）

○嘔吐反射のためマウスガードを着用できない選手は、医師の診断書を添付しお申込み下さい。

型 競技部門 ○トーナメント形式で行います。

○2人同時に規定型を演武し、旗判定で勝敗を決する。

表彰について ○一般上級は4位まで表彰。

○一般上級以外で、8名以上参加のクラスは3位(2名)まで表彰。

　　※一般上級男子以外は3位決定戦を行いません。

○8名未満のクラスは2位まで表彰。

その他 ○不測の事態により参加できなくなった場合、すみやかにご連絡下さい。（℡052-762-5119まで）

○一旦、納められた参加料は返金できません。

○申込書には記入漏れがないようにお願いします。

○ゼッケンは当日の受付時に渡します。

○試合中の怪我・事故については応急処置のみで、主催者側は一切の責任を負いません。

※所属する支部・道場へお申し込み下さい。（支部・道場ごとに取り纏めて申込み）

《送付先》 大会事務局（極真会館 名古屋中央支部）
〒464-0827

 愛知県名古屋市千種区田代本通1-28グレン清友1F　TEL052-762-5119

《参加料》 ＊組手競技部門 8,000円

＊型　競技部門　8,000円

《申込締切》 ①所属道場への締切り　1月27日（土）

②名古屋中央支部 大会事務局へ2月3日（土）までに必着

―――　注意事項　―――

―――　申込方法　―――

＊Wエントリー（組手＆型競技部門） 13,000円
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№ 本戦 延長 体重判定

1 １分

2 １分３０秒

3 　１年

4 　　２年

5 　　　３年

6 　　　　４年

7 　　　　　５年

8 　　　　　　６年

‐

9 軽量級 35㎏以下

10 　重量級 35.1㎏以上

11 軽量級 40㎏以下

12 　重量級 40.1㎏以上

13 軽量級 45㎏以下

14 　重量級 45.1㎏以上

15 軽量級 20㎏以下

16 　重量級 20.1㎏以上

17 軽量級 25㎏以下

18 　重量級 25.1㎏以上

19 軽量級 30㎏以下

20 　重量級 30.1㎏以上

21 軽量級 35㎏以下

22 　重量級 35.1㎏以上

23 軽量級 40㎏以下

24 　重量級 40.1㎏以上

25 軽量級 45㎏以下

26 　重量級 45.1㎏以上

27 １年

28 ２・３年

29

30 軽量級50㎏以下

31 　重量級50.1㎏以上

32 軽量級55㎏以下

33 　重量級55.1㎏以上

34

35

36

37

38

39

40

41

42 初中級(５級以下)

43 上　級(４級以上)

44

45

46 軽量級 65㎏以下

47 　重量級 65.1㎏以上

48 軽量級 65㎏以下

49 　重量級 65.1㎏以上

50

51 男　子 ３分 ２分 ２分 有効差10㎏ ２分 MSTS

ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ 拳 膝 スネ
男子：ﾌｧｰﾙｶｯﾌﾟ
女子：下腹部ガード 胸部プロテクター ﾏｳｽｶﾞｰﾄﾞ

公認（ｲｻﾐCKW-10) 公認（ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ） 公認（一撃） 公認（観空ﾏｰｸ入り） (男子)○　(女子)任意 任意(女子) 任意

公認（観空・一撃ﾏｰｸ入） 公認（観空ﾏｰｸ入り） (男子)○　(女子)任意 (男子)×　(女子)○ 歯科医作製のもの

公認（観空・一撃ﾏｰｸ入） 公認（一撃OFG） 公認（一撃） 公認（観空ﾏｰｸ入り） (男子)○　(女子)任意 (男子)×　(女子)○ ○公認のもの

× × × × ○ × 任意

注1）防具が古くなりズレるもの、衝撃吸収材が薄くなった物は使用できません。新しいものをご準備ください。

注2）マウスガードは極真会館指定歯科医作成の公認品を使用。高校生以下は歯科医作成のものであれば公認でなくても使用できます。

※県大会以上の大会で上
級クラス入賞経験のある
者は参加不可

壮年・一般女子

一般男子

一般　上級　※段級位問わず。
女　子

防具規定
幼年・小学

中学・高校 中学 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ／高校 一撃OFG　｜公認(一撃ひざ)

２分
MSTS男　子

一般　新人戦
白帯(無級)
　～橙帯(９級)

２分 ２分
体重判定

有効差３㎏
２分

MSTS一般　初中級
白帯（無級）
　～黄帯(５級)

高校　新人戦 男　子 １分３０秒 １分３０秒 軽い方の勝利

高校　上級　※段級位問わず。
女　子

２分 ２分
体重判定
有効差5㎏

壮年　上級　※段級位問わず。 男子

 35歳以上

１分３０秒 １分３０秒 軽い方が勝利
40歳以上

 45歳以上

 50歳以上

壮年　新人戦※段級位問わず。

※県大会以上の大会で上級クラス入賞経
験のある者は参加不可

男子

 35歳以上

１分３０秒 １分３０秒 軽い方が勝利
40歳以上

 45歳以上

 50歳以上

中学　上級　※段級位問わず。

女　子 （無差別）

１分３０秒 １分３０秒 軽い方の勝利
男　子

１年

２・３年

中学　新人戦※段級位問わず。 男子
※県大会以上の大会で上
級クラス入賞経験のある
者は参加不可

１分３０秒 １分３０秒 軽い方 の勝利

４年 ４級（緑帯）以上

５年 ４級（緑帯）以上

６年 ４級（緑帯）以上

小学　上級（男女混合）

※女子のエントリーが4名以上あった
場合は女子のみで試合を行う。

※初中級優勝者は出場可

※級位が満たない者の出場は
支部長の許可が必要

１年 ８級（青帯）以上

１分３０秒 １分 軽い方 の勝利

２年 ８級（青帯）以上

３年 ８級（青帯）以上

１分 軽い方 の勝利５年 ５級（黄帯）以下

６年 ５級（黄帯）以下

小学　新人戦（男女混合） 無級（白帯）～９級（橙帯） １分 １分 軽い方 の勝利

小学　初中級（男女混合）

※県大会以上のレベルの大会で初中級
の優勝経験が2回以上ある選手または、
上級クラス入賞経験(1～4位)のある選手
は出場不可

１年～３年 種目設定なし

４年 ５級（黄帯）以下

１分３０秒

※学生は、平成29年度の学年でお申込下さい。

幼年　（男女混合）
年少・年中

１分 軽い方の勝利
年長



1

2 新人戦

-

3 ２・３年 青帯７級以下

4 ４～６年 黄帯５級以下

5 １年 青帯８級以上

6 ２・３年 　黄帯６級以上

7 ４～６年 　　緑帯４級以上

8 中学

9 高校・一般

10 中学

11 高校・一般

12 中学

13 高校・一般
※決勝戦もしくは準決勝以外を予選とします。対戦方法は二人同時に型を演武し旗判定にて勝敗を決します。

・私は、本大会に於いて主催者側の指揮命令に従い、誠実に試合を行います。
・私は本大会に於いて事故・負傷等が発生した場合、主催者側・大会関係者等に一切の補償を求めません。
・私は、要項の注意事項、防具規定等を熟読し確認を致しました。又、主催者が下した裁定について従う事に同意します。
　以上を了承した上、署名・捺印をいたします。

平成　　年　　月　　日

出場者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞ 　左記、選手の大会出場を認めます。
支部長

保護者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞ 責任者　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞

段・級 身　長 体　重 所　属

年　齢 学　年 性　別 会員番号 修行年数

住　所　　〒

過去の戦積 ※過去２年以内の試合に於いて４位以上の成績を記入して下さい。

※学年・年齢・身長・体重等、記入漏れがないようお願いします。

※当日計量した体重が申告体重より５㎏以上重い場合は失格となりますのでご注意下さい。(成長分を見越してご記入ください。)

※体重別の種目で規定の重量を少しでもオーバーした場合、失格となりますのでご注意下さい。

西暦　　　　　大会名　　　　　　　種目名　　　　　順位

　201　　年／　　　　　　　大会／　　　　　　　　／　　　　　位

西暦　　　　　大会名　　　　　　　種目名　　　　　順位

　201　　年／　　　　　　　大会／　　　　　　　　／　　　　　位

　年　　ヶ月

TEL

携帯

西暦　　　　　　　　大会名　　　　　　　　　　種目名　　　　　　　　順位

　201　　年／　　　　　　　　　　大会／　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　位

西暦　　　　　大会名　　　　　　　種目名　　　　　順位

　201　　年／　　　　　　　大会／　　　　　　　　／　　　　　位

生年月日

　西暦　　　　年　　　月　　　日　 才 年生 男　・　女 №

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名
段
級

㎝ ㎏
支部
道場

【申込み締切】　所属道場１月２７日㈯　　大会事務局２月３日㈯
　※申込み料を添えてお申し込み下さい。
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組手競技部門
出場種目

 №　　種目名
型 競技部門

出場種目
 №　　種目名

上級 緑帯（４級）　～　黒帯 撃砕小（ゲキサイショウ） 五十四歩（スーシーホ）

太極３（タイキョク） 足技（ソクギ）太極２

初中級 青帯（８級）　～　黄帯（５級） 平安２（ピンアン） 平安５（ピンアン）

上級

平安５（ピンアン） 撃砕小（ゲキサイショウ）

新人戦 白帯（無級）　～　橙帯（９級）

太極３（タイキョク） 足技（ソクギ）太極２

小学
※新人戦／初中級／
上級すべて各学年別

で行います。

白帯（無級）～橙帯（９級）

初中級

１年　種目設定なし

平安２（ピンアン） 平安５（ピンアン）

№ 種　目　　　　　　　　　　※学生は、平成29年度の学年でお申込下さい。
規 定 型

予選型 決勝型

幼　年（無差別）

キリトリ


