
第１１回埼玉県空手道選手権大会 選手募集要項 

 

・主催   NPO 法人 全世界空手道連盟 新極真会 埼玉武蔵支部 

・開催日時   令和５年３月 1９日（日） 

        第１部試合開始 ９時半 第２部 １３時予定 

・会場     入間市武道館 入間市鍵山 3-10-20 

・試合種目   型の部 （新極真会会員のみ） 

        組手の部   ※各部門詳細は別紙参照  

・参加費用   型部門のみ   9900 円 

        組手部門のみ  9900 円 

        型・組手両部門 12100 円   ※世界大会協賛費含。入場無料です 

・申込期日   令和５年 1 月 7 日（土曜）〆切 

        お申込み、ご入金は所属団体一括方式でお願いします。各支部、道場単位で、

まとめてお願いします。 

・注意事項  ・ 駐車場の用意はありません 

       ・第一部 幼年～小学３年生 第二部 小学４年生以上 出場選手数により変更

する場合があります 

・ 選手１名につき保護者１名の付き添いが可能です。 

・ 大会当日、試合の開始時刻に当該選手が所定位置に不在の場合は理由に関わ

らず失格となります。その際主催者への苦情は一切受け付けません。 

・ 大会当日は必ず健康保険証を持参して下さい。試合中に負傷、事故が生じた場

合、主催者が加入している賠償保険の範囲内で被災者への補償をします（申請

１週間以内）が、その範囲外の責任は一切負いません。その場合に選手及びそ

の保護者は、主催者や大会関係者、及び対戦相手に対して一切の損害賠償や苦

情申し立てをしないものとします。 

・ 出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名や住所

の一部も含む）は、主催者が発行する広告・出版物・ホームページ等に使用す

ることがあります。また各種メディアが取材する場合があります。 

・ 主催者の判断によって、本大会に関する事前告知のない変更が生じる場合が

ございますのでご了承下さい。 

 



□階級 １４幼年年中男女 ４１中学1年男子軽量（50kg未満）・４２重量（50kg以上）

１５幼年年長男女 ４３中学2年男子軽量（55kg未満）・４４重量（55kg以上）

１６小学1年男子 ４５中学3年男子軽量（60kg未満）・４６重量（60kg以上）

１７小学2年男子 ４７高校男子軽量(70ｋｇ未満)

１８初級小学3年男子軽量(31ｋｇ未満)・１９初級重量(31ｋｇ以上)青帯まで ４８高校男子重量(70ｋｇ以上)

２０小学3年男子軽量(31ｋｇ未満)・２１重量(31ｋｇ以上) ４９女子ライトコンタクト

２２初級小学４年男子軽量(33ｋｇ未満)・２３初級重量(33ｋｇ以上)黄帯まで ５０女子フルコンタクト

２４小学４年男子軽量(33ｋｇ未満)・２５重量(33ｋｇ以上) ５１女子シニア40軽量(40歳以上）軽量（６０ｋｇ未満）

２６初級小学5年男子軽量（35kg未満）・２７初級重量（35kg以上）黄帯まで ５２女子シニア40重量（60ｋｇ以上）

２８小学5年男子軽量（35kg未満）・２９重量（35kg以上） ５３シニア40(40歳以上50歳未満）軽量（70ｋｇ未満）

３０初級小学6年男子軽量（40kg未満）・３１初級重量（40kg以上）黄帯まで ５４シニア40(40歳以上50歳未満）重量（70ｋｇ以上）

３２小学6年男子軽量（40kg未満）・３３重量（40kg以上） ５５シニア50軽量級（65ｋｇ未満）

１２型無差別小学生(希望者は誰でも可) ３４小学1年女子 ５６シニア50重量級（65ｋｇ以上）

３５小学2年女子 ５７一般初級

３６小学3年女子 ５８一般中級

３７小学4年女子 ５９一般上級軽量級（70kg未満）

３８小学5年女子 ６０一般無差別級

３９小学6年女子

４０中学女子

※注意事項 　　・初級の部小学３年生　対象者青帯まで

・主審の号令で2人同時に無号令で行います。 　　・初級の部小学４年生以上　対象者黄帯まで

･参加人数により、階級の統廃合が行われる場合があります。 　　･県大会以上で上級の部入賞歴がある場合は上級の部に出場してください

・型無差別のみ自分で型名をコールし、一人ずつ行います。 　　･年齢は、試合大会当日時点の年齢でお申込みください。

・特別な事情が無い限り、マスクを外して競技してください 　　・身長・体重・入賞歴に虚偽があった場合は出場を認めない場合があります。

・型は１部門のみ出場可能です。 　　･参加人数により、階級の統廃合が行われる場合があります。

　　・軽量級の選手は２階Mコートにて体重測定を行ってください

組手防具着用表 組手試合時間表
本戦 延長戦 体重判定 最終延長

　　幼年 60秒 60秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　  自由 　　　× 　　× 　　　○ 小学生（男女） 60秒 60秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　  自由 　　　× 　　× 　　　○ 中学生（男女） 90秒 90秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　× 　　× 　　　○ 高校生 90秒 90秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　  自由 　　自由 　　自由 　　　× 女子フルコンタクト 90秒 90秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　自由 　　自由 　　　× シニア各部・一般初級 60秒 60秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　× 　　　× 　　　○ 一般中級 90秒 90秒

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　× 一般軽量・無差別 2分 2分 2分

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　 × 　　　× 　　　○

　　　× 　　　× 　　　○ 　  自由 　　　○ 　　　○ 　　　×

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　  自由 　　　× 　　　× 　　　○

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　× 　　　× 　　　○

　　　○ 　　　○ 　　　○ 　　　〇 　　　× 　　　× 　　　○

一般中級 　　　× 　　　○ 　　　○ 　　自由 　　　× 　　　× 　　　○

　　　× 　　　× 　　　× 　　　× 　　　× 　　　× 　　　○

・ヘッドギア　赤帯　サポーターは各自で用意してください。貸し出しは行いません

４小学３・４年初級（白～青）

５小学３・４年上級（黄～）

６小学５・６年初級（白～青）

【組手の部　出場階級】
　　　　 □指定型

１幼年（全帯）

２小学1・2年初級（白・橙）

３小学1・2年上級（青以上）

【型の部　出場階級】

７小学５・６年上級（黄～）

８シニア40初級(白～黄)

９シニア４０上級(緑以上) 　　　　 平安5

１０一般初級（白～黄）・中学生以上

１１一般上級（緑以上）・中学生以上

  チェスト
   ガード

  アンダー
   ガード

  ファウル
  カップ

幼　　年　

小学男子 (1・2年）　

　　　　　自由

１３型無差別一般(希望者は誰でも可) 　　　　　自由

　  ヘッド
    ギア

小学女子(1・2年）　

小学女子（3・4・5・6年）

中学男子

中学女子・女子ライト

高校男子

　　 膝　　　拳 　  スネ

女子フルコンタクト

シニア40

シニア50

一般男子初級

一般無差別

          大極1

          大極1

          平安1

          太極1

小学男子（3・4・5・6年）

          平安2

          太極1

          平安2

          平安1

          太極1

          平安5



〒  - ( )

西暦　　　　　 年　　　月　　　日（　　）才

No 部門名

No 部門名

〒  - （ ）

　
　

　　　　　　　　段　　　　　　級 年 ヶ月

　　　　　　　　　　　　　

※出場クラスの記入間違い、記入漏れ、その他書類不備は失格となりますのでご注意ください※

選手保護者氏名　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 　  　 ㊞

　　　　 現住所

第1１回オープントーナメント埼玉県空手道選手権大会

私は、本大会「出場選手募集要項」及び主催者が加入した障害保険補償内
容、試合規約を承諾の上、正々堂々と競技することを誓います。

申込日　　2023年　　　　月　　　　日　　

　　　　　氏名
姓）

◆会場　　　 入間市武道館
◆開催日　　2023年３月1９日（日）

　　　　　　出場申込書

名）

　　　　　　　　　　　　　　年　　　ヶ月

   職業・学校名 生年月日※3

電話

　　修行年数

（フリガナ）

　　　　身長                          　　　cm   体重                      　　　　kg 　血液型                      型

　　段位・級

　　身長 　　　　　　　　　　　　　　　ｋｇ

電話

 

　代表者氏名

　　所属流派団体

 　 開催年（西暦）

　流派・団体名

　所在地

　　　　フリガナ

   型

　
　　　出場部門

　

　　　　段級位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　段・級（該当に○印）

　　 年齢

●新極真会以外
　所属支部・道場名

●新極真会

　支部・道場名

新極真会以外（流派名）

　　　　　　　　　　段　　　　　　　　　　級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｃｍ

 

　　　順位 　　　主催者（団体名）

　　所属団体
　　(道場名）

新極真会（支部・道場名）

　　パンフレット掲載用

　　　　　　　　　　　大会名称

　　　氏名
 　　　ふりがな

　　白黒も可

ファインティングポーズ不可

選手証明写真2

出場クラス(型)

出場クラス(組手)

修行年数　　　

体重　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　道着着用・無背景

 組手

　　　　　　　　　　　　　　　才（大会当日）
    　　のり付け面

　　縦4ｃｍ×横3cm

　　　選手証明写真1

　　縦4cm×横3cm
　　道着着用・無背景
　　白黒も可
    ファインティングポーズ不可

　　　会員登録番号

（フリガナ）

　　　主な戦績

選手氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ㊞


