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2018埼玉県空手道交流大会 

【型部門】 

開催のお知らせ 
 

 

新緑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は当道場の運営にあたり、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、武道空手の普及並びに青少年健全育成を目標として、下記の通り 

「2018埼玉県空手道交流大会型部門」を開催することとなりました。 

日頃の稽古の成果を発揮する場として、本大会に多数参加されますようお願い

申し上げます。 

 

記 

開催日 2018 年 7 月 22 日（日曜日） 

会場 加須市民体育館 

以上 

 



２０１８埼玉県空手道交流大会【型部門】参加者募集のご案内 

■日時 7月 22日（日曜） 10時 30分集合 
■会場 加須市民体育館（加須市下三俣 590番地） 
■参加費 3000円 
■締め切り 6月 28日（木）事務局必着 

      
・一般は高校生以上、マスターは 35歳以上、シニアは 45 歳以上 
・小学生以下は小 3～６緑帯以上以外男女混合 
・オレンジ帯 10，9級、青帯 8，9級、黄帯 6，5級、緑帯 4，3級、茶帯 2，1級 
・下の帯は上の帯のクラスに参加可、下の学年は上の学年のクラスに参加不可。 
・マスター、シニアは一般に参加可、一般はマスター、シニアに参加不可。 
・参加人数が多い場合クラスを増設、少ない場合統廃合する場合があります。ご了承ください。 
・参加人数によって、予選が無い場合もあります。 
・規定型、試合規約は別紙参照。 
その他・注意 
・一旦納入された参加費は如何なる理由があっても返却いたしません。試合不成立の場合のみ返却いたします。 
・各自スポーツ保険に加入してください。 
・競技の性質上、ドクターの配置はいたしませんので、体調管理は各自で行ってください。 
・体育館内では他の施設利用者に迷惑がかからないようにお願いします。 
・ご質問等ございましたら事務局までお問い合わせください。 
大会事務局 340-0034埼玉県草加市氷川町 2159－8 TEL0489246004 ﾒｰﾙ info@kimura-dojo.jp 

極真会館埼玉県木村道場 

 

幼年 1 白帯 2 オレンジ帯以上

小1 3 白帯 4 オレンジ帯以上

小2 5 オレンジ帯以下 6 青帯以上
小3,4 7 オレンジ帯以下 8 青・黄帯
小3,4 10 女子緑帯以上 11 男子緑帯以上
小5，6 12 オレンジ帯以下 13 青・黄帯

小5，6 14 女子緑帯以上 15 男子緑帯以上
中学男子 16 オレンジ帯以下 17 青・黄帯 18 緑帯以上
中学女子 19 オレンジ帯以下 20 青・黄帯 21 緑帯以上
一般男子 22 黄帯以下 23 緑帯以上
一般女子 24 黄帯以下 25 緑帯以上
マスター 26 黄帯以下 27 緑帯以上
シニア 28 黄帯以下 29 緑帯以上

階級表

小学生以下

小3～6の

「緑帯以上」

クラス以外

は男女混合

です。

フリガナ 性別 年齢 学年

左記を確認しました

２０１８埼玉県空手道交流大会型部門

参加申込書

年中・年長・小・中

〒　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　）　　　　　　－

所属道場 出場クラス（例「小1白帯」）

住所

名前 男・女 S・H  　年　　月　　日 才

生年月日

出場クラス・番号
番号

年

私儀、本大会ルール、試合規約に同意し、大会開催中全般に於い

ての事故、負傷、盗難等は自身並びに保護者が責任を負い、主催

者に異議、苦情の申し立て、損害を与えない事を確認します。

署名
（未成年の

場合は保護

者署名）

印

キリトリ



型試合規約 

・予選 ・主審 1 名副審 4 名の 5 名によって 7 点を基準点とし 0.25 点刻み、最高点 10 点
最低点 5点の間で採点する。 

・採点された中の最高点、最低点を除外した合計点数が選手の点数となる。 
・合計点数上位者が決勝進出。 
・合計点数が同点の場合次の順に従い順位を決する。 
１、最低点の高い方が上位。 
２、最高点の高い方が上位。 
３、主審の点数が高い方が上位。 
以上でも順位が決まらない場合は主審が指定した型で再試合をし、旗判定で決す
る。（マスト判定） 

    
・決勝 旗判定によるトーナメント方式 

・主審 1名副審 4名の旗判定によって過半数の支持を受けた方が勝者となる。 
（マスト判定） 

[判定（採点）基準] 
■加点、減点 
（1） 技の規範性 
・姿勢 ・立ち方 ・手の位置 ・目線 ・蹴りの正確さ ・技の方向 
（2） 運足の一貫性と正確さ 
・正しい体重の配分、重心の位置 ・腰の回転 ・歩幅の正しい緊張 
（3） 技の極め 
・力の強弱、技の緩急、息の調整 ・気迫 ・残心 
（4） 機敏性 
・終始の動作 ・技の遅速 ・スピード、タイミング、バランス 
（5） 演武の統一性 
・集中力、緊張、呼吸 ・動きの調和 ・技の理解度  
・芝居がかったものではなく型本来の意味での動き。 
■失格  
・途中で中断、停止し動作ができない場合 
・申告と違う型を演舞した場合 
・独自に改造した型を演武した場合 
・試合の順番に遅れ出場できない場合 
 

［規定型］ 

 

[選択型] 
□小学生   平安Ⅳ 平安Ⅴ 突きの型 撃砕小 撃砕大 最破 
□中学生以上 突きの型 撃砕小 撃砕大 最破 十八 征遠鎮 

幼年～小学生 予選 本戦 中学生～一般 予選 本戦

白帯 太極Ⅰ 太極Ⅰ オレンジ帯以下 太極Ⅰ 太極Ⅲ

オレンジ帯 太極Ⅰ 太極Ⅲ 青・黄帯 平安Ⅰ 平安Ⅱ

青帯 平安Ⅰ 平安Ⅱ 緑帯以上 平安Ⅱ 選択型

黄帯 平安Ⅰ 平安Ⅱ

緑帯 平安Ⅱ 選択型

茶帯以上 平安Ⅱ 選択型
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