
 

道場関係者 各位 

平成 30 年 4 月吉日 

日本赤十字社 東日本大震災・平成 28 年度熊本地震災害 義援金チャリティー 

 

 大 会 要 項  

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。この度、極真会館茨城県常総・埼玉県北利根支部では 

茨城県空手道選手権大会を開催いたします。幼年・小学生から一般選手権まで各カテゴリーの茨城県王者を競う

JOSO カップ部門、試合初心者や試合経験の少ない選手を対象としたチャレンジ部門の２部門で構成されています。 

極真空手の愛好家が試合を通して交流を深める場、技術や精神性を磨くことを目的としています。 

                    開 催 概 要  

◎主催    国際空手道連盟極真会館 茨城県常総支部・埼玉県北利根支部 

◎開催日時  2018 年 7 月１日（日） 

◎会 場   つくばカピオ つくば市竹園 1-10-1 ℡029-851-2886 ※体育館への問い合わせ禁止。 

近隣に駐車場多数あり、つくばエクスプレス・つくば駅【Ａ４出口】から徒歩 7 分 

◎時 間   開場 9 時 00 分 受付開始 9 時 30 分 開会式 9 時 50 分   

◎参加料   7,000 円 ★一般選手権は 8,000 円（参加料は、参加出来なっかたとしても返却は致しません。） 

◎締め切り  5 月 26 日（土）各道場締切 支部道場責任者は 5 月 31 日(木）まで つくば道場 

大会事務局 〒305-0821 つくば市春日 3-1-7 ℡029(851)1993 つくば道場  

出場資格 

●国際空手道連盟極真会館の選手。 

●メディカルサポート（スポーツ保険）に加入している者。未加入者は、参加できません。詳しくは道場まで 

●全クラスにおいて、総本部の会員未登録者、月会費（道場使用料）未納者、大会規約に同意しない者の出場申込

は出来ません。十分ご注意ください。 

申込みについて 

◇ 申込時に申請した身長・体重と当日の体格が大幅に（身長±５㎝以上 体重±5 ㎏以上）違っていた場合は失格

となります。 

◇ 記載事項の間違い（年齢、性別、出場クラス等）があった場合失格になることもあります。申込用紙はお間違い

のないようにご記入ください。 

◇ 各クラスで申込人数が少ない場合、参加クラスを『統合』や『変更』する場合がございます。その際運営委員

会から支部長・責任者を通じご連絡いたします。 

◇ 少年部の出場間隔（20 日間）制限 

極真会館では、少年部の心身の健康と安全を守るため、「少年部は大会に出場する間隔を最低 20 日間空けなけれ

ばならない」という制限を設けています。（支部内試合・型競技を除く） 

◇その他あらゆる試合規定や運営、試合判定については一切の異議申し立てを受け付けません。会場内外問わず空

手関係者として節度ある態度でご協力頂けるようよろしくお願いします。 



 
 

私議、本大会の試合規定に従って、正々堂々と技を競い合い、武道精神に則り極真会館の名に恥じない事

を誓います。また健康診断を受けるなどの健康管理においては自分で責任を持ち、万一負傷及び事故等が

生じた場合主催者・道場主に対し一切責任を問いません。下記規約についても同意します。 

【規約】 

●規定の服装・防具を準備し、自分の試合順までに試合場まで待機する事、選手・保護者・セコンド・コーチの責
任において行うこと。規定違反・遅刻により失格となっても主催者・スタッフは一切責任を負いません。 
●判定に対する苦情等を審判員は一切受け付けません。 
●本大会の規定に従い、正々堂々技を出し合う事を誓います。 
 
 
2018 年   月   日  選手氏名          印 保護者氏名         印 未成年者のみ 

 
 

出場クラス No.             出場クラス名 

支部・道場名              支部              道場 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

性別 

男 女  

総本部会員№  

修業年月       年     ヶ月 

 
生年月日    年    月     日(年齢     才) 
 
※学生は学年も記入  (           年生) 

取得級・段（      ）級 ・ 段 
※級・段どちらかに○をつける 

身長           cm   

体重          kg ※正確な数値を記入して下さい 
 

緊急連絡先  TEL      (    )      携帯         (          ) 

過去 2 年以内の主な大会実績、入賞歴は必ず記入 

上記出場申込み選手が今大会出場に相応しい実力を有し健康状態を含め、

出場に際し危険がない事を承認します。また少年部の場合、前回出場の試

合(支部内交流試合･型競技を除く)から今大会までに 20 日間以上経過して

いる事を確認し、私の責任において出場を許可致します。 

支部長(道場責任者)署名 

 

                                            印 

 

…………………………… （上下とも記入し、切り取らずに道場責任者に提出）……………………………………… 

組み合わせ用短冊（太線の枠内に、楷書で正確に記入して下さい）こちらも出場者が記入 

氏名(学年) 身長 体重 段・級 出場クラス 支部名・道場名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 

 

cm 

 

 

kg 

 

級 

 

段 

No(        ) 

 
 
 

の部 

支部 

道場名 

 

羽田 シゲル
横浜港南

羽田 シゲル


羽田 シゲル
横浜港南支部

羽田 シゲル




Ｎｏ チャレンジ部門 帯の色 本戦 延長 体重判定 再延長
1 小学1年生白・橙帯の部 白・橙 1分 1分 なし なし
2 小学1年生青帯以上の部 青帯以上 1分 1分 なし なし
3 小学2年生白・橙帯の部 白・橙 1分 1分 なし なし
4 小学2年生青帯以上の部 青帯以上 1分 1分 なし なし
5 小学3年生白・橙・青帯の部 白・橙・青 1分 1分 なし なし
6 小学3年生黄帯以上の部 黄帯以上 1分 1分 なし なし
7 小学4年生白・橙・青帯の部 白・橙・青 1分 1分 なし なし
8 小学4年生黄帯以上の部 黄帯以上 1分 1分 なし なし
9 小学5年生白・橙・青帯の部 白・橙・青 1分 1分 なし なし
10 小学5年生黄帯以上の部 黄帯以上 1分 1分 なし なし
11 小学6年生白・橙・青帯の部 白・橙・青 1分 1分 なし なし
12 小学6年生黄帯以上の部 黄帯以上 1分 1分 なし なし
13 小学女子1・2年生白・橙帯の部 白・橙 1分 1分 なし なし
14 小学女子1・2年生青帯以上の部 青帯以上 1分 1分 なし なし
15 小学女子3・4年生白・橙帯の部 白・橙 1分 1分 なし なし
16 小学女子3・4年生青帯以上の部 青帯以上 1分 1分 なし なし
17 小学女子5・6年生白・橙帯の部 白・橙 1分 1分 なし なし
18 小学女子5・6年生青帯以上の部 青帯以上 1分 1分 なし なし
19 中学生男子　茶帯以下の部 茶帯まで 1分30秒 1分 なし なし
20 中学生女子　茶帯以下の部 茶帯まで 1分30秒 1分 なし なし
21 高校生男子　茶帯以下の部 茶帯まで 1分30秒 1分 なし なし
22 高校生女子　茶帯以下の部 茶帯まで 1分30秒 1分 なし なし
Ｎｏ JOSOカップ部門 帯の色 本戦 延長 体重判定 再延長
23 幼年・年中年少の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
24 幼年・年長の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
25 小学1年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
26 小学2年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
27 小学3年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
28 小学4年生30㎏未満の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
29 小学4年生30㎏以上の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
30 小学5年生35㎏未満の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
31 小学5年生35㎏以上の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
32 小学6年生40㎏未満の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
33 小学6年生40㎏以上の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
34 小学女子1年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
35 小学女子2年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
36 小学女子3年生の部 全ての帯 1分30秒 1分 3㎏ 1分
37 小学女子4年生の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
38 小学女子5年生の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
39 小学女子6年生の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分
40 中学1年生の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
41 中学2・3年生の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
42 中学生女子の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
43 高校生男子の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
44 高校生女子の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
45 壮年35歳以上44歳未満の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
46 壮年45歳以上の部 全ての帯 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
47 一般新人戦の部 緑帯まで 2分 1分30秒 3㎏ 1分30秒
48 一般女子初級の部 白・橙・青・黄 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
49 一般女子上級の部 黄帯以上 2分 1分30秒 3㎏ 1分30秒

予選 2分 2分 10kg 2分

準決勝以降 3分 2分 2分 10kg

チャレンジ部門は、試合初心者・大会出場・入賞経験の少ない選手を対象としております。
JOSOカップ部門は、試合出場経験や入賞歴も多い選手、地方大会・地区大会での入賞経験のある選手。または
支部長、道場責任者が推薦する選手。

●№28・№30・№32のクラスは体重測定が有ります。原則  体重オーバーは失格となります。※小学生の無理な減量はなさら
ないでください。

●上記以外のクラスは朝の体重測定はありません。延長で決着がつかない場合、体重判定により軽い選手の勝ちとなります。

●その他の事柄については審判団や主催者側で審議、裁定します。

一般選手権の部50

●一般選手権は緑帯以下の選手は必ず支部長の許可を得てから申込み下さい。



ヘッド
ガード

マウス
ガード

金的
カップ

胴ガード
（女子）

下腹部
ガード
（女子）

拳サポｰター 膝サポーター 脛サポーター

幼年 有り※１ 既製品 女子のみ任意　※3 任意 公認品 公認品 公認品
小学生男子 有り※１ 既製品 × × 公認品 公認品 公認品
小学生女子 有り※１ × チャレンジは任意　※4 任意　※5 公認品 公認品 公認品

中学生男女 公認品 既製品 × 任意　※5 公認品 公認品 公認品

高校生男女 公認品 既製品 × 任意　※5 一撃G 公認品 公認品
壮年 公認品 既製品 × × 一撃G 公認品 公認品
新人戦 公認品 既製品 × × 一撃G 公認品 公認品
女子の部 公認品 × 胸パット公認品 任意　※5 一撃G 公認品 公認品

一般選手権 なし
任意
※２

既製品 × × なし なし なし

なし

歯科医
作成品
又は
公認品

※1　ヘッドーガードは貸し出し用も有りますが出来る限りご自分でご用意（イサミＣＫ-100）ください。
※2　マウスガードは任意です。ただし使用する場合は歯科医作成品または公認品をお使いください。
※3・4　小学女子の胸ガードは主催者側でご用意します。幼年部女子・小学生女子で着けたい方はコートスタッフに伝えてください。
※5　女子の下腹部ガードは任意で各自ご用意ください。
その他サポーターで分からない事があれば各道場責任者までお問い合わせください


