
☆型試合☆（男女混合）☆型試合☆（男女混合）☆型試合☆（男女混合）☆型試合☆（男女混合） トーナメント形式（旗判定で勝敗を決める）

※幼年男女混合はクラス分けはありません。

☆組手試合☆☆組手試合☆☆組手試合☆☆組手試合☆
➀お子様に減量などは絶対にさせないで下さい。

【出場資格】

【出場資格】【出場資格】

【出場資格】

　上級クラスへお申し込み下さい。

③各クラス出場人数によりカテゴリーを合併、または変更する場合があります。

　◆幼年男女混合　

（白帯～黒帯）

　◆小学１年生男子

初級（白帯・オレンジ帯）　上級（青帯～黒帯）

　◆小学２年生男子

初級（白帯・オレンジ帯）　上級（青帯～黒帯）

　◆小学３年生男子

初級（白帯・オレンジ帯・青帯）　上級（黄帯～黒帯）

　◆小学４年生男子

初級（白帯・オレンジ帯・青帯）　上級（黄帯～黒帯）

　◆小学５年生男子

初級（白帯・オレンジ帯・青帯）　上級（黄帯～黒帯）

　◆小学６年生男子

初級（白帯・オレンジ帯・青帯）　上級（黄帯～黒帯）

　◆小学１年生女子

（白帯～黒帯）

　◆小学２年生女子

（白帯～黒帯）

　◆小学３年生女子

（白帯～黒帯）

　◆小学４年生女子

（白帯～黒帯）

　◆小学５年生女子

（白帯～黒帯）

　◆小学６年生女子

（白帯～黒帯）

　◆中学１年生男子

軽量級（−５０ｋｇ級）　重量級（+５０ｋｇ級）

　◆中学２・３年生男子

軽量級（−５５ｋｇ級）　重量級（+５５ｋｇ級）

　◆中学生女子

軽量級（−４５ｋｇ級）　重量級（+４５ｋｇ級）

　◆壮年（３５歳～４４歳）

軽量級（−７５ｋｇ級）　重量級（+７５ｋｇ級）

　◆壮年（４５歳以上）

軽量級（−７５ｋｇ級）　重量級（+７５ｋｇ級）

　◆高校生男子

軽量級（−６０ｋｇ級）　重量級（+６０ｋｇ級）

　◆一般女子（高校生以上）

初級（白帯～黄帯）　上級（緑帯～黒帯）

　◆一般新人男子

（白帯～緑帯）

　※中学生以上のクラスについては当日受付にて計量をおこないます。

　　申告体重から＋－３ｋｇ以上は失格となります。又、各クラス出場階級の制限体重を超えた場合も失格となります。

[参　加　料]

[参　加　料][参　加　料]

[参　加　料]

組手試合⇒10,000円　型試合⇒10,000円　型+組手試合⇒20,000円

組手試合⇒10,000円　型試合⇒10,000円　型+組手試合⇒20,000円組手試合⇒10,000円　型試合⇒10,000円　型+組手試合⇒20,000円

組手試合⇒10,000円　型試合⇒10,000円　型+組手試合⇒20,000円

※一旦納入された参加料金は理由の如何にかかわらず返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。

[申込み方法]

[申込み方法][申込み方法]

[申込み方法]

・用紙に必要事項をすべて記入、捺印の上、参加料を添えて各支部一括でお申し込み下さい。

・参加料の添えられてないもの、ファックスによる申込み、申込み用紙の記入漏れは一切受け付けません。

・何等かの事情により大会に出場できなくなった場合は必ず当日までに大会事務局にお電話ください。

[支部内申込み締切日]  令和　元年１０月２６日（土）

[支部内申込み締切日]  令和　元年１０月２６日（土）[支部内申込み締切日]  令和　元年１０月２６日（土）

[支部内申込み締切日]  令和　元年１０月２６日（土） 各道場の指導・事務関係者まで

お申込み、お問い合わせは⇒大会事務局 国際空手道連盟 極真会館 関西本部

〒６０４－８４３７　京都市中京区西ノ京東中合町５６　パレット御池２Ｆ  （TEL）０７５－８０１－８１５５　（FAX）０７５－４９６－５５７０

TEL）０７５－８０１－８１５５　（FAX）０７５－４９６－５５７０TEL）０７５－８０１－８１５５　（FAX）０７５－４９６－５５７０

TEL）０７５－８０１－８１５５　（FAX）０７５－４９６－５５７０

大会事務局お問合せ：月曜～金曜日の午後３時～午後９時まで(日・祝日を除く)

◇中学生・壮年

◇中学生・壮年◇中学生・壮年

◇中学生・壮年

　本選　　　　延長

　９０秒　⇒　９０秒　⇒　体重判定（軽い方の勝ち）

◇高校生・一般女子・一般新人男子

◇高校生・一般女子・一般新人男子◇高校生・一般女子・一般新人男子

◇高校生・一般女子・一般新人男子

　本選　　　延長

　２分　⇒　２分　⇒　体重判定（軽い方の勝ち）

（予選）

　本選２分⇒延長２分⇒体重判定１０㎏⇒再延長２分

（準決勝より）

　本選３分⇒延長２分⇒再延長２分⇒体重判定１０ｋｇ⇒再々延長２

分

西日本空手道選手権大会

西日本空手道選手権大会西日本空手道選手権大会

西日本空手道選手権大会 一般無差別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒606-8323　京都市左京区聖護院円頓美町46-2

◇幼年男女混合・小学男子（初級）

◇幼年男女混合・小学男子（初級）◇幼年男女混合・小学男子（初級）

◇幼年男女混合・小学男子（初級）

　本選　　　　延長

　６０秒　⇒　６０秒　⇒　体重判定（軽い方の勝ち）

◇小学男子（上級）・小学女子

◇小学男子（上級）・小学女子◇小学男子（上級）・小学女子

◇小学男子（上級）・小学女子

　本選　　　　延長

　９０秒　⇒　９０秒　⇒　体重判定（軽い方の勝ち）

＜組手試合形式＞

＜組手試合形式＞＜組手試合形式＞

＜組手試合形式＞＜ 階級 ＞

＜ 階級 ＞＜ 階級 ＞

＜ 階級 ＞

②初級クラスは新人戦とし、過去１年以内に全国大会、国際大会の

　出場経験がある人は初級クラスへは出場出来ません。

・小学生以下の選手については前回出場した試合（支部内交流試合、

  型競技試合を除く）から２０日間以上経過している者。

・極真会館の会員であること。

・極真会館メディカルサポートに加入していること。

日本赤十字社　災害義援金チャリティー日本赤十字社　災害義援金チャリティー日本赤十字社　災害義援金チャリティー日本赤十字社　災害義援金チャリティー

2019西日本空手道選手権大会
主催：国際空手道連盟

主催：国際空手道連盟主催：国際空手道連盟

主催：国際空手道連盟 極真会館

極真会館極真会館

極真会館 関西本部

関西本部関西本部

関西本部

          受付：午前９：００　　開会式：午前１０：００　　試合開始：午前１０：３０

開催日時：令和　元年１２月　８日（日）　　試合会場：京都市武道センター　　

開催日時：令和　元年１２月　８日（日）　　試合会場：京都市武道センター　　開催日時：令和　元年１２月　８日（日）　　試合会場：京都市武道センター　　

開催日時：令和　元年１２月　８日（日）　　試合会場：京都市武道センター　　

　　【初級の部】小学1，2年（白帯～青帯）／小学3，4年（白帯～青帯）／小学5，6年（白帯～黄帯）／一般（中学生以上）（白帯～黄帯）

　　【上級の部】小学1，2年（黄帯～黒帯）／小学3，4年（黄帯～黒帯）／小学5，6年（緑帯～黒帯）／一般（中学生以上）(緑帯～黒帯）

◆幼年　◆小学１，２年（初級・上級）　◆小学３，４年（初級・上級）　◆小学５，６年（初級・上級）　◆一般（中学生以上）（初級・上級）



・中学生以上は体重測定があります。

・中学生以上は体重測定があります。・中学生以上は体重測定があります。

・中学生以上は体重測定があります。

・申込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めてください。

・申込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めてください。・申込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めてください。

・申込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めてください。

・級がわからない場合は道場の先生に確認してもらい、必ず記入して下さい。

・白帯の場合は無級と記入して下さい。

・道場責任者の方は、出場者申込用紙の最終確認をして頂きますようお願い致します。

・道場責任者の方は、出場者申込用紙の最終確認をして頂きますようお願い致します。・道場責任者の方は、出場者申込用紙の最終確認をして頂きますようお願い致します。

・道場責任者の方は、出場者申込用紙の最終確認をして頂きますようお願い致します。

(特に身長･体重･級の記入漏れに気をつけて下さい、級・体重の虚偽記載は失格となります）

(特に身長･体重･級の記入漏れに気をつけて下さい、級・体重の虚偽記載は失格となります）(特に身長･体重･級の記入漏れに気をつけて下さい、級・体重の虚偽記載は失格となります）

(特に身長･体重･級の記入漏れに気をつけて下さい、級・体重の虚偽記載は失格となります）

［防具規定］

［防具規定］［防具規定］

［防具規定］

マウスガード ファウルカップ チェストガード アンダーガード 拳サポーター すねサポーター ひざサポーター ヘッドガード

（公認品） （既製品） （公認品） （公認品） （公認品） （公認品） （公認品） （公認品）

幼年男女混合

× ○男子のみ × × ○ ○

小学男子

× ○ × × ○ ○

小学女子

× × ○ ○

中学男子

○（歯科医作成品）

○ × × ○ ○ ○

中学女子

○（歯科医作成品）

× ○ ○ ○ ○ ○

高校男子

○（歯科医作成品）

○ × × ○ ○ ○

壮年

○ ○ × × ○ ○ ○

一般女子

○ × ○ ○ ○ ○ ○

一般新人男子

× ○ × × ○ ○ ○

西日本空手道選手権大会

× ○ × × × × × ×

※防具の貸し出しはありません

防具の貸し出しはありません防具の貸し出しはありません

防具の貸し出しはありません、各自ご用意下さい。

※当日は防具ﾁｪｯｸを行います。劣化等によるｸｯｼｮﾝ性の低いものは禁止です。

※小学5，6年女子についてはチェストガードを任意で着用可。

※女子の「チェストガード」については当日販売いたしませんので各自、事前に用意して下さい。

［型試合トーナメント　競技要項］　

［型試合トーナメント　競技要項］　［型試合トーナメント　競技要項］　

［型試合トーナメント　競技要項］　※１回戦から準決勝までは２人同時演武。決勝戦のみ一人ずつ演武。

[大会注意事項]

[大会注意事項][大会注意事項]

[大会注意事項]

①大会を速やかに進行するために、お越しになる全ての皆様が大会注意事項を守り行動して下さい。

②各自、極真会館メディカルサポートに加入していること。

③大会中のケガ・事故・死亡等につきましては一切責任を負いません。大会ドクターによる応急処置は致します。

④体育館、近隣の施設に対する迷惑行為、器物破損等は絶対にしないこと。（器物破損に対しては弁償して頂きます）

⑤主催者、体育館、近隣施設等に迷惑行為をされた選手（及び、関係者の選手）の方は失格とし、大会運営委員会

　で協議を行い、場合によっては今後の大会に対する出場停止処分とします。

⑥試合前のアップはサブアリーナで行って下さい。

⑦ゼッケンは大会当日シール式の物を渡します。ゼッケンは“おしり”に貼って下さい。

⑧ゴミは各自持ち帰る事。※故意に体育館へ捨てる人を発見した場合は大会の出場、トロフィーの贈呈、会場への入場を規制します。

※故意に体育館へ捨てる人を発見した場合は大会の出場、トロフィーの贈呈、会場への入場を規制します。※故意に体育館へ捨てる人を発見した場合は大会の出場、トロフィーの贈呈、会場への入場を規制します。

※故意に体育館へ捨てる人を発見した場合は大会の出場、トロフィーの贈呈、会場への入場を規制します。

⑨会場は土足厳禁となっております。上履き（スリッパ）などをご用意下さい。

会場は土足厳禁となっております。上履き（スリッパ）などをご用意下さい。会場は土足厳禁となっております。上履き（スリッパ）などをご用意下さい。

会場は土足厳禁となっております。上履き（スリッパ）などをご用意下さい。

●電車・鉄道でお越しの方

　京阪鴨東

　京都市地下鉄東西線 「東山駅」下車 徒歩11分

　京都市地下鉄東西線 「三条京阪駅」下車 徒歩13分

●路線バスでお越しの方

　201号 「熊野神社前バス停」下車 徒歩3分

　18 「熊野神社前バス停」下車 徒歩3分

　56A系統 「熊野神社前バス停」下車 徒歩3分

●高速道路（インターチェンジ）でお越しの方

　阪神高速8号京都線 「鴨川東IC」から4.9km

　阪神高速8号京都線 「山科IC」から5.2km

　阪神高速8号京都線 「鴨川西IC」から5.2km

※体育館の駐車場はありません。お近くのコインパーキングなどをご利用下さい。

○

一撃オープン

フィンガー

準決勝

[試合ルール]

[試合ルール][試合ルール]

[試合ルール]

国際空手道連盟ルール・青少年ルールに準じる。ただし、以下の防具の着用を義務づける。

中学生・高校生・女子の部・壮年の部においてマウスガードの着用をしていただきます。

防具規定

×（5，6年生は任意）

決勝自由型

○

リバーシブル

タイプ

○

（主催者用意）

予選規定型２

小学３，４年生（初級）

小学５，６年生（初級）

一般（中学以上）（初級）

小学１，２年生（上級）

幼年

予選規定型１

型　出場クラス

小学１，２年生（初級）

１回戦～準々決勝

太極　１

太極　１

平安　１

太極　３

平安　２

太極　３

太極　３

太極　３

平安　１

平安　１

平安　２

平安　３

平安４～５、安三、突きの型

撃砕小、撃砕大、最破、征遠鎮

突きの型、撃砕小、撃砕大、最破、征遠鎮

臥龍、十八、観空、五十四

平安３～５、安三、突きの型、撃砕小

平安　２

平安　１

平安　５

平安　５

（黄帯～黒帯）

(緑帯～黒帯）

突きの型、撃砕小、撃砕大、最破、征遠鎮

臥龍、十八、観空、五十四

平安　２

撃砕小

足技太極１～３、平安１、平安２

足技太極１～３、平安１、平安２

平安２～５、安三、突きの型

平安２～５、安三、突きの型

平安３～５、安三、突きの型

撃砕小、撃砕大、最破、征遠鎮

　　　　　　　　★今大会の型競技は「見直し前の従来の型」「見直し後の新しい型」どちらを行っても構いません。

　　　　　　　　★今大会の型競技は「見直し前の従来の型」「見直し後の新しい型」どちらを行っても構いません。　　　　　　　　★今大会の型競技は「見直し前の従来の型」「見直し後の新しい型」どちらを行っても構いません。

　　　　　　　　★今大会の型競技は「見直し前の従来の型」「見直し後の新しい型」どちらを行っても構いません。

　　　　　　　　★新しい型への統一は２０２０年国際親善大会よりとなります。

　　　　　　　　★新しい型への統一は２０２０年国際親善大会よりとなります。　　　　　　　　★新しい型への統一は２０２０年国際親善大会よりとなります。

　　　　　　　　★新しい型への統一は２０２０年国際親善大会よりとなります。

（緑帯～黒帯）

小学３，４年生（上級）

小学５，６年生（上級）

一般（中学以上）（上級）

（白帯～青帯）

（白帯～青帯）

（白帯～黄帯）

（白帯～黄帯）

（黄帯～黒帯）



・私はこの度貴団体の大会に参加するにあたり、下記事項を熟読し了解のうえ、本人の署名･捺印を致します。

１、自己の体調管理のもと、大会に参加致します。

２、医師からの禁止･注意などの指示が出た場合は無理をせず、すみやかに貴団体に届出し出場は控える事を誓います。

３、私は貴団体の規約を遵守し、主催者の指示に従います。従わない場合、退場となっても異議申し立て致しません。

４、私は大会開催中の私物につき、自ら責任を持ち、大会主催者に対しては責任を問うことは致しません。

５、私は健康状態が良好であり、本大会参加に備え、自らの日々の稽古も十分である事を主催者に誓います。

６、私は競技中の事故,発病等については大会主催者において応急処置が施される事に対し本書を以って予め同意します。

７、私は大会出場中に負傷または死亡等の事故に遭遇した場合、私自身及び私の家族代表者はその原因の如何を問わず、

　　主催者並びに主催者関係者に対する責任の一切を免除致します。

大会実行委員長　川大会実行委員長　川大会実行委員長　川大会実行委員長　川　

　　

　畑畑畑畑　

　　

　幸幸幸幸　

　　

　一　 殿　　令和　 元年　  月 　 日　　氏名　　　　　　　　　　　一　 殿　　令和　 元年　  月 　 日　　氏名　　　　　　　　　　　一　 殿　　令和　 元年　  月 　 日　　氏名　　　　　　　　　　　一　 殿　　令和　 元年　  月 　 日　　氏名　　　　　　　　　　　㊞㊞㊞㊞

※年齢に関わらず署名・捺印漏れは出場出来ません。出場者が18歳未満の場合は保護者の方が署名、捺印をして下さい。

※年齢に関わらず署名・捺印漏れは出場出来ません。出場者が18歳未満の場合は保護者の方が署名、捺印をして下さい。※年齢に関わらず署名・捺印漏れは出場出来ません。出場者が18歳未満の場合は保護者の方が署名、捺印をして下さい。

※年齢に関わらず署名・捺印漏れは出場出来ません。出場者が18歳未満の場合は保護者の方が署名、捺印をして下さい。

フリガナ 学年（○で囲む）

 幼年 ・ 小学 ・ 中学 ・ 高校 ・ 大学

〒 ＴＥＬ（　　　　　　　　）　　　　　　　　－

　 携帯（　　　　　　　　）　　　　　　　　－

ク　ラ　ス

ク　ラ　スク　ラ　ス

ク　ラ　ス

※出場クラスを

マジック

マジックマジック

マジック等で

太く○で囲む

組手小学生は

　学年も記入

　　　　㊞

　　　申込締切　令和　元年１１月 ２日 （土） 必着　　　申込締切　令和　元年１１月 ２日 （土） 必着　　　申込締切　令和　元年１１月 ２日 （土） 必着　　　申込締切　令和　元年１１月 ２日 （土） 必着

（19）一般新人男子

（白帯～緑帯）

極真会館

会員登録番号

　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　
支部長許可

サイン・印鑑

（15）壮年（45歳以上）

軽量級（－75㎏級）

（16）壮年（45歳以上）

重量級（＋75㎏級）

（17）一般女子（高校生以上）

初級（白帯～黄帯）

（20）2019西日本空手道選手権大会（一般無差別）

（18）一般女子（高校生以上）

上級（緑帯～黒帯）

（9）中学生女子

軽量級（－45㎏級）

（10）中学生女子

重量級（＋45㎏級）

（11）高校生男子

軽量級（－60㎏級）

（12）高校生男子

重量級（＋60㎏級）

（13）壮年（35歳～44歳）

軽量級（－75㎏級）

（14）壮年（35歳～44歳）

重量級（＋75ｋｇ級）

☆　組手試合　☆　※申し込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めて下さい。

（1）幼年男女混合

（2）小学（　　　　　）年生

男子（初級）

（3）小学（　　　　　）年生

男子（上級）

（4）小学（　　　　　）年生

女子

（5）中学1年生男子

軽量級（－50㎏級）

（6）中学１年生男子

重量級（＋50㎏級）

（7）中学2・3年生男子

軽量級（－55㎏級）

（8）中学2・3年生男子

重量級（＋55㎏級）

（５）小学３，４年

（上級）

（６）小学５，６年

（初級）

（７）小学５，６年

（上級）

（８）一般（中学生以上）

（初級）

（９）一般（中学生以上）

（上級）

生年月日 　　昭和　・　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　　　　　歳）

住　所

☆　型　試　合　☆　※申し込み後に昇級した方は、申込み時の帯を締めて下さい。

（１）幼年

（２）小学１，２年

（初級）

（３）小学１，２年

（上級）

（４）小学３，４年

（初級）

2019西日本空手道選手権大会 ～出場申込書～
大 会 参 加　同 意 書大 会 参 加　同 意 書大 会 参 加　同 意 書大 会 参 加　同 意 書

氏　名 　　　　男　・　女

　　　（　　　　　　　　　　年）

※過去1年以内の入賞歴（型出場者は型試合も記入して下さい。）

分支部・道場名

　

　　　　　　　　　道場

出

場

階

級

組

手

型

（Ｎｏ．　　）

（Ｎｏ．　　）

フリガナ 級・段位 ○で囲む 身長

　

　　　　　　　　　ｃｍ

体重

　

　　　　　　　　　ｋｇ

所属支部

　

　　　　　　　　　支部

氏名

級　・　段

男

・

女

羽田 シゲル
横浜港南


