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※

団体申込書

印

当団体より、出場選手募集要項を了承の上、以下の選手の申込書類一式（別添）を送りますのでご査収願います。

支部長責任者名

支部道場名
●団体代表者

新極真会以外

支部・道場（該当に○印）

団体代表者は大会期間中、所属選手の管理監督をお願い致します。
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合計

19

振込人名は団体代表者としてください（振込手数料は振込人負担）。必ず振込日を記載してください。

締切日は２０2２年1２月２６日（月）大会事務局必着

用紙が不足の場合は、お手数ですが各自でコピーして補充してください。
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〒
ゼッケン送付用住所

携帯電話番号

印
新極真会

流派団体名 （フリガナ）

代表者氏名 （フリガナ）

E-mail

No. 出場階級 選手名
申込書

●申込選手一覧表
書類確認（発送前に■チェックのこと）

-

出場料

団体代表者用書類２０２３愛知空手道錬成大会

Tel FAX



名称

開催日

開催場所

大会進行

出場料

申込方法

振込先

参加資格

注意事項

送付先
〒467−0806　名古屋市瑞穂区瑞穂通8-30　村上ビル2F
新極真会愛知中央支部事務局　☎  052-842-4102  FAX  052-842-4102

三菱UFJ銀行   新瑞橋支店　普通  5035859   愛知県大会実行委員会  委員長　山本健策

各支部ごとに申込書をまとめ、団体申込書を添えて事務局へ郵送し、

■愛知空手道錬成大会 要綱

〒455-0078　名古屋市港区丸池町１丁目１-４　　電話　052-654-8541

【申込締切】  令和４年 １２月２６日（月）事務局必着

・組手 5,500円  ・型 5,500円 　

・出場申込書を記入の上、出場料を添えて道場責任者にお渡し下さい。

本大会は密集を避ける為、グループ分けを行い時間別に入れ替え制で行う予定です。
大会の進行(開始時間、グループ分け)等については、申込みの締切後にご案内致します。

出場料は、大会が中止、部門廃止された場合以外は返金致しません。

・武道空手の試合ですので、応援の皆様もマナーを守るよう心がけて下さい。

・三脚、一脚を使用してのビデオ撮影は通路の妨げになり危険な為、禁止です。

・新型コロナウィルス感染症防止の為、赤ひも・赤マークを各自で用意して下さい。

・入賞経験ありの選手が大会実績「なし」として新人の部に出場し、
  実績詐称が主催者側で確認された場合、その選手は失格とします。

・試合中、負傷または事故を生じた場合、主催者側は応急処置は施しますが、その他の

　責任は一切負いません。保険の範囲内の補償となります。

・男子は試合中、Tシャツ（半袖、長袖）の着用は禁止。（着用の事情がある場合は事前に申告すること）

・選手権大会において高戦績がある場合、競技力の不均衡と安全確保の観点から
  出場を断る場合があります。

・時間を厳守し、進行係の指示に従うこと。試合時間に遅れた場合は失格とします。

・何らかの理由で参加できなくなった場合、必ず大会事務局まで連絡してください。

・令和5年 2月 25日（土）
 ・愛知県武道館 2階　第3競技場（柔道場）

・※申込時点の帯で出場して下さい。

・型と組手の両方出場 6,600円

※参加選手が少ない部門は、統廃合または廃止、変更になる場合があります。

・指導員の推薦があれば新人でも上級へ出場可。

・試合場内でのｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ禁止。（ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場は、2階 第4競技場（近的弓道場）

・主催者側で撮影された画像や選手氏名などは主催者が発行する広告やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に

・ヘッドガードの貸し出しは行いません。飛沫防止フェイスシールド着用を義務とします。

・2023年 愛知空手道錬成大会

・爪は短く切る。頭髪を茶髪・金髪に染めないこと。※出場をお断りする場合があります。

　使用する場合があります。予めご了承下さい。

　※会場内では帽子、サングラスは外し、ガムなどを噛まないようにして下さい。

・体重別階級の軽量級の選手は当日計量を行います。
  指定の服装(道衣下と半袖Tシャツ)にて計量し、軽量値から1kg差し引いた数値を公式体重とします。
  ※体重が超過した場合は失格となります

新極真会 東海三県(愛知・岐阜・三重)の生徒に限ります。

参加料は下記口座にまとめてお振込み下さい。 ※個人での郵送、振込はしないで下さい



部門 部門 ヘッド
ガード 拳 ｽﾈ 膝 金的 胸部 心臓震盪

胸パッド

幼年 幼年 ○ ○ ○ 任意 ○
(女子は任意)

×
(女子は任意)

任意

小学生 小学2年生以下 ○ ○ ○ 任意 ○
(女子は任意)

×
(女子は任意)

任意

中学生 小学3年生以上 ○ ○ ○ ○ ○
(女子は任意)

×
(女子は任意)

任意

高校生 中学男子・高校 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意

ｾｰﾌﾃｨ 中学女子 ○ ○ ○ ○ 任意 ○ 任意

シニア男女 女子ｾｰﾌﾃｨ・ｼﾆｱ ○ ○ ○ ○ 任意 ○ 任意

一般初級 シニア男子 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意

一般中級 一般初級 ○ ○ ○ 任意 ○ × 任意

一般中級 × × ○ 任意 ○ × 任意

《試合時間の規定》 《防具の規定》

本戦 延長戦 最終延長

試合時間・防具規定・選手注意事項・ルール

１分 １分

１分 １分

1分30秒 １分

1分30秒 １分

1分30秒 １分

1分30秒 １分

1分30秒 １分

1分30秒 1分30秒

※ヘッドガードの貸し出しは行いません。飛沫防止フェイスシールド着用を義務とします。

※新型コロナウィルス感染症防止の為、赤ひも・赤マークを各自で用意して下さい。

※ｽﾈ、拳のｻﾎﾟｰﾀｰは白色の布製とします。
　　緩み、たるみのないものを使用し、あきらかにｽﾎﾟﾝｼﾞ部分が薄いものは取り替えて下さい。

※テーピングの使用は原則認めません。テーピングを使用する場合は必ず大会ドクターの許可を得る事。

※体重別階級の軽量級、中量級の選手は当日計量を行います。
    指定の服装(道衣下と半袖Tシャツ)にて計量し、軽量値から1kg差し引いた数値を公式体重とします。
    体重が超過した場合は失格となります

大会指定防具ガイドライン
http://www.shinkyokushinkai.co.jp/bogu/

※会場内では帽子、サングラスは外し、ガムなどを噛まないようにして下さい。

※試合中、男子のTシャツ（半袖、長袖）の着用は禁止。（着用の事情がある場合は事前に申告して下さい）

※試合中、女子はTシャツ着用義務ですが、長袖は禁止です。

※女子の胸部ｻﾎﾟｰﾀｰは必ず規定の物を着用して下さい。(腹部まで保護されているｻﾎﾟｰﾀｰは禁止です）

　　　　　　　※技有りが無く、両者の差に「注意」が2つある場合は基本的に「注意2」が負けとなる。

【 有効技 】反則箇所を除く部分への、突き、蹴りによる打撃。

【 反則技 】顔面への手技攻撃、金的攻撃、掴み、掛け、押し、抱え込み、頭をつけての攻撃、

【注意・減点】反則を犯した場合「注意1」が与えられる。「注意2」で「減点1」、となり「減点2」で失格。

               倒れた相手への攻撃、関節蹴り、相手に頭や体を付けての攻撃、その他審判員が特に反則とみなした場合。

■試合ルール               直接打撃によるフルコンタクトルール

新極真会愛知中央支部

※試合場内でのｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ禁止。（ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場は、2階 第4競技場（近的弓道場）

※三脚、一脚を使用してのビデオ撮影は通路の妨げになり危険な為、禁止です。

※主催者側で撮影された画像や選手氏名などは
主催者が発行する広告やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に使用する場合があります。

※武道空手の試合ですので、応援の皆様もマナーを守るよう心がけて下さい。

【 技有り 】有効技により、相手が一時的に倒れ、3秒以内に立ち上がった場合。

　　　　　　※小学生以下は上段への蹴りを決めると「技有」となり、倒れた場合その時点で「一本」。

【 一本勝ち 】有効技により相手が3秒以上ダウンしたとき。「技有」を2本取ったとき。

【 旗判定 】主審、副審のうち過半数の判断を有効とする。

　　　　　　　判定優先基準・・・技有＞ダメージ＞有効打を含めた手数、足数＞気迫



番号 番号 番号

1 24 46

2 25 47

3 26 48

4 27 49

5 28 50

6 29 51

7 30 52

8 31 53

9 32 54

10 33 55

11 34 56

12 35 57

13 36 58

14 37 59

15 38 60

16 39 61

17 40 62

18 41 63

19 42 64

20 43 65

21 44 66

22 45 67

23

番号 番号 番号

1 4 7

2 5 8

3 6

男子60歳以上 65歳未満の部   

小学２年男子 新人の部

小学２年男子 上級 重量級の部 (25kg以上)

型 小学１年生以下 の部

小学４年男子 上級 重量級の部 (35kg以上)

小学３年女子 新人の部

小学４年女子 新人の部

小学４年男子 新人の部

小学５年男子 新人の部

小学６年男子 新人の部

小学３年男子 新人の部

小学３年男子 上級 重量級の部 (30kg以上)

小学３年男子 上級 軽量級の部 (30kg未満)

小学１年男子 新人の部

2023年 愛知空手道錬成大会 出場部門 

【組手】出場部門

部門名 部門名

小学２年女子 新人の部

部門名

幼年男子の部

平安5

【上級】　入賞経験あり

小学４年男子 上級 軽量級の部 (35kg未満)

小学６年男子 上級 軽量級の部 (45kg未満)

【型】 出場部門
型部門は種目指定・二人同時進行で決勝戦まで行います。
※過去にドリームフェスティバル全国大会に於いて入賞経験のある方は出場できません。

注
意
事
項 ※参加選手が少ない部門は、統廃合または変更になる場合があります。

小学６年男子 上級 重量級の部 (45kg以上)

撃塞小

指定型

幼年女子の部

中学1年女子 新人 軽量級の部（45kg未満）

小学１年女子 新人の部

中学1年女子 新人 重量級の部（45kg以上）

小学５年男子 上級 軽量級の部 (40kg未満)

小学５年男子 上級 重量級の部 (40kg以上)

【新人】　入賞経験なし(初出場、錬成大会ベスト8含む)                     

中学1年男子 上級 軽量級の部（45kg未満）

型 中学生の部

型 一般の部

中学1年男子 新人 軽量級の部（45kg未満）

平安３

平安４

部門名 部門名 指定型

突きの型

中学1年男子 上級 重量級の部（45kg以上）

高校男子 新人 軽量級の部（60kg未満）

型 小学２年生の部

型 小学３年生の部

太極１

太極２

太極３

型 小学４年生の部

型 小学５年生の部

型 小学６年生の部

高校男子 新人 重量級の部（60kg以上）

高校男子 上級 軽量級の部（60kg未満）

小学４年女子 上級 重量級の部 (32kg以上)

小学５年女子 上級 軽量級の部 (36kg未満)

小学５年女子 上級 重量級の部 (36kg以上)

小学１年男子 上級の部

小学２年男子 上級 軽量級の部 (25kg未満)

男子35歳以上 45歳未満の部  

男子45歳以上 55歳未満の部   

部門名 指定型

中学1年男子 新人 重量級の部（45kg以上）

小学５年女子 新人の部

小学６年女子 新人の部

小学１年女子 上級の部

小学２年女子 上級 軽量級の部 (25kg未満)

小学２年女子 上級 重量級の部 (25kg以上)

小学３年女子 上級 軽量級の部 (28kg未満)

小学３年女子 上級 重量級の部 (28kg以上)

小学４年女子 上級 軽量級の部 (32kg未満)

女子セーフティ シニアの部 (35歳以上）

中学２.３年男子 上級 中量級の部（60kg未満）

中学２.３年男子 上級 重量級の部（60kg以上）

中学２.３年男子 新人 中量級の部（60kg未満） 一般中級の部 (黄帯・緑帯）

小学６年女子 上級 軽量級の部 (40kg未満)

小学６年女子 上級 重量級の部 (40kg以上)

中学２.３年男子 新人 重量級の部（60kg以上）

高校男子 上級 重量級の部（60kg以上）

女子セーフティ 新人の部 (高校生以上）

中学２.３年男子 新人 軽量級の部（50kg未満）

男子55歳以上 60歳未満の部   

中学２.３年女子 新人 軽量級の部（50kg未満）

中学２.３年女子 新人 重量級の部（50kg以上）

一般初級の部 (白帯〜青帯）

中学1年女子 上級 軽量級の部（45kg未満）

中学1年女子 上級 重量級の部（45kg以上）

中学２.３年女子 上級 軽量級の部（50kg未満）

中学２.３年女子 上級 重量級の部（50kg以上）

中学２.３年男子 上級 軽量級の部（50kg未満）

女子セーフティ 上級の部 (高校生以上）



－

済　　・　　未

学年
職業

【組手】 部門間違い、記入漏れのないようにご注意下さい！失格となる場合があります

生年月日

申込料

身長

氏　名

/

新極真会
会員番号

組手
大会最高実績

現住所

級
段位

ふりがな

※部門名は正確に記入して下さい.　（記入例：　部門番号12、部門名 小学4年男子 新人の部）

級
・
段

年　  　　　ヶ月

主催者（支部・団体名）

開催日　令和5年 2月 25日（土） 保護者氏名

愛知県武道館 2階　第3競技場（柔道場）

〒

連絡先Tel.　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　　　　携帯番号　 父　　 母　　 本人　　　　　　　　（　　　　　　　）

男  ・  女

申込締切　令和４年 １２月２６日（月）必着 大会事務局
記入欄

受付日 担当指導員

体重 kg 修行年数

開催年（西暦） 大会名称

2023年 愛知空手道錬成大会 出場申込書 

西暦     　　 年  　  月  　  日（        歳）

所属道場

私は、本大会のルールに従って、正々堂々技を競い合うことをここに誓います。
また試合中負傷または事故を生じた場合、保険の範囲内での保証以外に、異議申し立てはいたしません。

※出場者が未成年の場合は保護者氏名を必ず記入して下さい。

部門番号 部門名

順位

身長

型
大会最高実績

開催年（西暦） 大会名称 順位

型

  cm

主催者（支部・団体名）

  cm

【型】 

級
段位

kg 年　  　　　ヶ月
級
・
段

部門間違い、記入漏れのないようにご注意下さい！失格となる場合があります

体重 修行年数

※部門名は正確に記入して下さい.　（記入例：　部門番号 2、部門名 型 小学２年生の部）

部門番号 部門名

㊞

㊞


