
【第1部】 型 全部門

受付時間 10:00

開始時間 11:00

【第2部】 組手 幼年～小3

受付時間 11:00

開始時間 11:45

【第3部】 組手 小4～小6

受付時間 12:00

開始時間 13:30

【第4部】 組手 中学生以上

受付時間 13:00

開始時間 14:30

今大会は4ｸﾞﾙｰﾌﾟによる入替制です

受付場所、ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場は 1階 第2競技場です

試合場は 2階 第1競技場です

※付添者の人数制限はありませんが、
   入場者全員分の施設利用者名簿を提出してから入場して下さい。



◆注意事項

第1部 第2部 第1部 第2部 第1部 第2部

型 小学1年生女子 小学3年生男子 初級
軽量級の部

型 中学生女子 幼年女子の部 型 小学3年生女子 小学1年生男子 初級の部

型 小学1年生男子 小学3年生男子 初級
重量級の部

型 中学生男子 幼年男子の部 型 小学3年生男子 小学1年生男子 上級の部

型 小学4年生女子 型 一般女子 小学1年生女子の部 型 小学5年生女子 小学3年生女子 初級の部

型 小学4年生男子 型 一般男子 小学2年生女子 初級の部 型 小学5年生男子 小学3年生女子 上級の部

小学2年生女子 上級の部

小学3年生男子 上級
軽量級の部

小学3年生男子 上級
重量級の部

第3部 第4部 第3部 第4部 第3部 第4部

小学5年生女子 上級
軽量級の部

中学2年生男子 上級
軽量級の部

小学4年生女子  上級
軽量級の部

高校1年男子の部 小学4年生女子 初級の部 男子40歳以上45歳未満
軽量級の部

小学5年生女子 上級
重量級の部

中学2年生男子 上級
中量級の部

小学4年生女子  上級
重量級の部

高校2・3年男子の部 小学5年生女子 初級の部 男子40歳以上45歳未満
重量級の部

小学5年生男子 上級
軽量級の部

中学2年生男子 上級
重量級の部

小学6年生女子  上級
軽量級の部

一般初級の部
小学4年生男子 初級

軽量級の部
男子45歳以上50歳未満

軽量級の部

小学5年生男子 上級
重量級の部

中学2年生女子の部
小学6年生女子  上級

重量級の部
一般中級の部

小学4年生男子 初級
重量級の部

男子45歳以上50歳未満
重量級の部

小学6年生女子 初級の部 中学3年生女子の部 小学6年生男子  上級
軽量級の部

女子フルコンタクトの部
小学4年生男子 上級

軽量級の部
男子50歳以上55歳未満の部

女子セーフティの部 小学6年生男子  上級
重量級の部

一般上級 軽量級の部
小学4年生男子 上級

重量級の部
男子55歳以上60歳未満の部

女子セーフティ35初級の部 一般上級 無差別級の部 男子60歳以上の部

女子セーフティ35上級の部

第1部 第2部

型 幼年男女 小学2年生男子  初級の部

型 小学2年生女子 小学2年生男子  上級の部

型 小学2年生男子

型 小学6年生女子

型 小学6年生男子

第3部 第4部

小学5年生男子  初級
軽量級の部

中学1年生女子 初級の部

小学5年生男子  初級
重量級の部

中学1年生女子 上級
軽量級の部

小学6年生男子  初級
軽量級の部

中学1年生女子 上級
重量級の部

小学6年生男子  初級
重量級の部

中学1年生男子 初級の部

中学2.3年男子 初級の部

中学1年生男子 上級
軽量級の部

中学1年生男子 上級
重量級の部

出入口

軽 ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場

ミットを使用してのｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟは禁止です

試合会場   2階 第1競技場

・集合時間は厳守してください。名前をコールされた際にいなかった場合、失格となります。

・選手は手足の爪を短く切ってください。

・試合中に負傷した場合は応急処置のみ対応します。その他事故が生じた場合保険範囲外の責任は負いません。

・試合中、審判の判定や対戦相手に対しての野次・暴言などは絶対にないようお願いします。

・応援、観戦される方もマナーを守ってください（ガムを噛まない、帽子は脱ぐ、サングラスは外す）

・体重測定では、Tシャツに道着ズボンを着た状態から - 1kgの体重を公式体重とします。

MコートAコート

Cコート

Bコート



●試合時間の規定

各階級の試合時間を以下に規定する。
【予選】

階級 本戦 延長戦

幼年 1分 1分
小学生各階級 1分30秒 1分
中学生女子 1分30秒 1分
中学生男子 1分30秒 1分
高校生男子 1分30秒 1分
女子セーフティー 1分30秒 1分
女子セーフティー35 1分30秒 1分
男子シニア 1分30秒 1分
一般初級 1分30秒 1分
一般中級 1分30秒 1分30秒
女子フルコンタクト 1分30秒 1分30秒

本戦 延長戦 体重判定 最終延長戦

2分 2分 なし 2分

軽量級 8kg
無差別 10kg

●防具の規定
各階級の防具着用を以下に規定する。

階級/部位 ヘッドガード 拳 脛と足甲 下腹部 膝 胸部
心臓震盪
胸パッド

幼年 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意
小学生男子(小学2年以下) ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意
小学生男子(小学3年以上) ○ ○ ○ ○ ○ × 任意
小学生女子(小学2年以下) ○ ○ ○ 任意 任意 任意 任意
小学生女子(小学3年以上) ○ ○ ○ 任意 ○ 任意 任意
中学生女子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 任意
中学生男子 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意
高校生男子 ○ × ○ ○ ○ × 任意
女子セーフティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 任意
シニア ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意
一般初級 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意
一般中級 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意
女子フルコンタクト × × ○ ○ 任意 ○ 任意
一般上級 × × × ○ × × ×
※○印は「着用義務」、×は「着用禁止」
※ヘッドガードは新極真会の指定ヘッドガードのみ使用。
※ヘッドガード、フェイスシールド、赤帯・赤マークは各自で持参とします。（忘れた場合は失格）
※拳・スネサポーターは白色の布製とします。
※試合中、男子のTシャツ着用は禁止。（事情がある場合は事前に申告してください）。
※試合中、女子はTシャツ着用義務ですが長袖は禁止です。（着用は白色のみ）。
※女子の胸部サポーターは新極真会規定のものを着用してください。
※防具に関しては防具規定・防具ガイドラインを必ずご確認ください。

●テーピング
テーピング(スパイラルテープ含む)は医師の診断書のないものは一切認めません。
※テーピングの検印等は大会医師席にて行います。

※延長戦の回数変更あります

一般上級以外は、
本戦・延長戦のみに変更致しました。

◇第18回愛知県空手道選手権大会試合規約◇

※新型コロナウイルス感染防止の観点から時間短縮の為、後日変更となる場合もあります。

※必要最小限のスタッフにて運営します。選手の招集・誘導は行いませんので、
   出場する試合を自身で管理し、試合場に登壇してください。

一般上級（予選）
軽量・無差別

愛知県空手道選手権大会実行委員会

一般上級（準決勝〜）
軽量・無差別

体重判定

3分 2分 2分

【新極真会HP→大会規約→防具ガイドラインhttp://www.shinkyokushinkai.co.jp/】

2分

最終
延長戦

再延長戦延長戦本戦



大会名称

所属道場名

自宅

℃

1 平熱を超える発熱があった（３７度５分以上）　　　　　　　　　　　　　　 有　・　無

2 咳・喉の痛みなどの症状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有　・　無

3 だるさ・倦怠感・息苦しさ（呼吸困難）などの症状　　　　　　　　　　　 有　・　無

4 嗅覚・味覚の異常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有　・　無

5 体が重く感じる、疲れやすいなどの症状　　　　　　　　　　　　　　　　 有　・　無

6 新型コロナウィルス感染症、陽性とされた者との濃厚接触　　　　　　　　 有　・　無

7 同居家族または身近な知人に感染を疑われている人がいる　　　　　　　　 有　・　無

8 有　・　無

※大会当日の朝、検温して記入してください。

施設利用者名簿

施設名 パロマ瑞穂アリーナ 愛知県空手道選手権大会

※１人につき１枚を記入して必ず当日提出してください。 施設利用日　令和4年10月 16日（日）

（該当するものに○） 選手　・　付添者　・　スタッフ

〒

過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域などへの渡航又は当該在住者との濃厚接触があった

本名簿は新極真会愛知中央支部が開催する「愛知県空手道選手権大会」において新型コロナウィルス感染症の

拡大を防止するため、健康状態を確認することを目的としています。

記入いただいた個人情報に関しては施設利用の有無、連絡が必要となった時のみ利用します。

但し、大会会場において感染症患者又はその疑いがある方が確認された場合は必要な範囲で保健所・関係各所に

情報を提供することがあります。

新極真会愛知中央支部

フリガナ

氏　名

支部名

住　所

連絡先

当日の体温

選手・付添者の大会２週間前の以下の項目で該当するものに○をつけてください。

携帯



統合部門 新 部門名

中学2年生女子 上級
軽量級

中学2年生女子
当日計量

なし中学2年生女子 上級
重量級

中学1年生女子 初級
軽量級

中学1年生女子  初級
当日計量

なし中学1年生女子 初級
重量級

小学6年生女子 初級
軽量級

小学6年生女子  初級
当日計量

なし小学6年生女子 初級
重量級

小学4年生女子 初級
軽量級

小学4年生女子  初級
当日計量

なし小学4年生女子 初級
重量級

小学3年生女子 上級
軽量級

小学3年生女子  上級
当日計量

なし小学3年生女子 上級
重量級

小学3年生女子 初級
軽量級

小学3年生女子  初級
当日計量

なし小学3年生女子 初級
重量級

小学1年生女子 初級

小学1年生女子

小学1年生女子 上級

統合部門のお知らせ



体格差による安全上の観点から中量級部門を追加しました
（48kg以上 60kg未満）

当日計量
なし

男子60歳以上

追加部門

中学2年生男子  上級
中量級の部（60kg未満） 当日計量

あり
※中量級

中学2年生男子  上級
重量級の部（60kg以上） 中学2年生男子  上級

重量級の部（60kg以上）

男子60歳以上
軽量級

型 幼年女子

型 幼年男女

型 幼年男子

型 高校生男子

型 一般男子

型 一般男子

男子50歳以上55歳未満
軽量級

男子50歳以上55歳未満
当日計量

なし男子50歳以上55歳未満
重量級

高校2・3年男子
軽量級

高校2・3年男子
当日計量

なし高校2・3年男子
重量級

当日計量
なし中学1年生男子 初級

重量級

中学2年生男子 初級
重量級

中学2.3年男子 初級
中学3年生男子 初級

重量級

中学1年生男子 初級
軽量級

中学1年生男子  初級

中学3年生女子 初級
重量級

中学3年生女子
中学3年生女子  上級

重量級








