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第 11回埼玉県空手道交流大会 

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 

「第 11回埼玉県空手道交流大会」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、本大会に多数参加いただけますようお願い申し上

げます。 

 

記 

開催日 2019 年 9 月 16 日（敬老の日） 

会場 草加市民体育館 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 11 回埼玉県空手道交流大会 

【選手募集案内】 

■開催日時 

 ・令和元年 9月 16日（敬老の日） 

・選手集合 1部【年中～小 4】午前 9時 30分  

2部【小 5～一般】午後 12時 

・試合開始  受付終了次第（開会式、閉会式はありません） 

（1部終了後20分のコート休憩があります。コート休憩終了後2部試合開始となります。） 

■会場  

草加市民体育館（埼玉県草加市松江１－１－８） 

■参加費  

５０００円 

■試合方式  

国際空手道連盟ルールに準じます。（別紙試合規約参照） 

■申し込み方法  

参加申込書と参加費を現金書留で下記に郵送してください。 

各団体・道場一括でお願いします。 

■申込締切日 7月 28日（日曜）必着 

■その他 

・本大会は来年 6月に行われる「全日本少年少女空手道選手権大会（グランドチャンピオン大会）」

の指定選抜大会です。選抜希望選手は選抜対象クラスにエントリーしてください。帯（級）の制

限はありません。 

・会場の駐車場は関係者専用となります。近隣のパーキングに駐車してください。 

・隣の「草加市民文化会館」の駐車場に車は停めないようにしてください。 

  ・身長体重の極端な違い、出場クラスの間違い、大会入賞歴を偽った申し込みは失格となります。 

  ・スポーツ保険に各自加入してください。 

  ・試合中の負傷または事故が生じた場合、主催者は一切責任を負いません。 

  ・選手は試合順番を確認し、3試合前までに自分が出場するコートに集合すること。 

選手係りが呼び出して、いない場合は失格になります。 

  ・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。 

（試合不成立の場合は返却いたします） 

  ・ゼッケンは大会前に一括で道場、団体宛てに送付します。 

■問い合わせおよび郵送先 

 〒340-0034 

 埼玉県草加市氷川町 2159-8  

極真会館 埼玉県木村道場 

 TEL048-924-6004  FAX048-948-7860 ﾒｰﾙ info@kimura-dojo.jp 

 

 



試合規約 

・勝者   一本勝ち、判定勝ち、相手の反則ないし失格による勝ちによって決める。 

・一本勝ち 反則箇所を除く部分への突き、蹴りなどのダメージで相手を倒し３秒以内に立ち上がれな

かった場合。 

戦意を喪失した場合。相手の攻撃を受けて戦う事が不可能と審判が判断した場合。 

・技あり  反則箇所を除く部分への突き、蹴りなどを決め、そのダメージにより一時的に動きが止ま

ったとき、または大きく崩れた場合。足掛け、または前蹴りや下段の合わせ技で相手をき

れいに倒し下段突きを瞬時に決めた場合。 

・判定   一本勝ち、失格がない場合は、主審、副審のうち過半数の審判の判定で決める。判定が決

まらない場合は延長戦を行う。 

・反則 ①手技による首から上への攻撃（首も含む） ②金的への攻撃、頭突き 

    ③倒れている相手への攻撃         ④背後からの攻撃 

    ⑤掌底押し、正拳での押し、つかみ、投げ、掛け、クリンチ 

    ⑥技の掛け逃げ（蹴ってすぐ倒れることを繰り返す） 

    ⑦何度も場外に逃げる。     ⑧その他、審判が特に反則とみなした場合 

    ⑨反則は悪質なものを除き注意が与えられる。悪質な反則の場合は減点及び失格もありうる 

    ⑩注意２回で減点となる。     ⑪小学生以下の上段膝蹴り（中学生以上は可） 

・失格 ①減点２回（注意４回）で失格となる         ②試合中、審判の指示に従わないとき 

    ③出場時刻に遅れたり、出場しないとき        ④悪質な試合態度とみなされたとき 

    ⑤セコンドの応援態度が悪質で目に余るとき、選手の減点または失格もありうる 

・その他 ■判定に対する抗議は一切認めません。 

     ■選手は試合場への出入りの挨拶を徹底してください。 

     ■試合終了後無意味な発声（雄叫びなど）やガッツポーズはしないようにしてください。 

 

[試合時間] 

 本戦 延長戦 再延長戦 

幼年・小学生・中学生 １分３０秒 １分 無し 

高校・一般初級・中級 2分 １分 無し 

一般女子初中級・シニア 2分 １分 無し 

一般上級、一般女子上級 ２分 ２分 ２分 

一般上級以外は延長戦まで、一般上級は再延長戦まで、体重判定はありません。 

 

 [防具] （○着用義務 △着用自由） 

 ヘッドギア スネサポーター 拳サポーター ファールカップ ヒザサポーター 

幼年 ○ ○ ○ ○（女子△） △ 

小学生 ○ ○ ○ ○（女子△） ※○ 

中学生・高校 △ ○ ○ ○（女子△） ○ 

シニア・一般女子 △ ○ グローブ ○（女子△） △ 

一般初級・中級 △ ○ グローブ ○ △ 

一般上級 × ○ × ○ × 

※膝サポーターは小学 3年生以上着用義務。（小学 2年以下は自由） 

・ヘッドギアは主催者が用意いたします。そのほかの防具は各自用意すること。 

・マイヘッドギア使用可（白色のみ）。マイヘッドギアを使用する場合、赤は赤紐を腰に巻く事。赤紐は各自用意。 

・女子はチェストガード（胸部のみの物）使用可。硬質の物も使用可。 

・拳サポーターは革製グローブでも可。（極端に薄い物は使用禁止。主催者の判断で替えることもある） 
 
 



第 11 回埼玉県空手道交流大会参加申込書 
私儀、本大会のルール大会規約に同意し正々堂々と技を競い合うことを誓い下記についても確認いたしました。 
□試合中の怪我、事故についての責任は一切を自身、保護者が負い、主催者に異議苦情の申し立てはしません。 
□試合順番に間に合わず失格になっても異議はありません。 
□セコンドや応援の態度が悪い場合、選手自身が失格になっても異議はありません。 
□申込書に記入した身長体重が極端に違う場合やエントリー間違いにより失格でも異議はありません。 
 

上記を確認誓約し署名いたします。 選手名            

申込日 令和元年  月  日    （18歳未満の選手は保護者名も記入）保護者            

 

 

 
★印は全日本少年少女大会（グランドチャンピオン大会）選抜クラスです。 

選抜希望選手は帯（級）関係なく★印のクラスにエントリーしてください。 
・小学生女子は女子クラス以外でも参加可。（男子選抜クラスのみ参加不可。） 

・一般女子は高校生以上。初中級は 3級以下、上級は 2 級以上。シニア女子は 35才以上。 

・シニア女子は一般女子でも参加可。 

・シニア男子Ⅰ35才～40才、男子Ⅱ41才～47才、男子Ⅲ48歳以上（大会当日の年齢） 

・一般初級は 7級以下、中級は 6級以上 3級以下、上級は 2級以上 

・体重別は軽い方のクラスのみ計量します。道着を着た状態で+２kgまで有効です。規定体重を超えた

場合は失格となります。（-40kgクラスで道着を着て○41.9kg×42kg） 

 

 

 

過去1年間の戦績があれば記入してください

参加クラス番号

身長 体重cm kg級、段位 級、段 修行年数 　年　　ヶ月

参加クラス名

 S・H　　 年　　 月　　 日 年齢、学年 才　　　　　　　　　　年

所属道場

団体名
選手名

フリガナ

生年月日 年中・年長・小・中・高

1 年中(男女混合） 17 小3女子 33 ★小6男子選抜－40 49 ★高校男子選抜＋60

2 年長（男女混合） 18 ★小3女子選抜 34 ★小6男子選抜＋40 50 一般女子初中級

3 ★年長選抜 19 小4初級（7級以下） 35 小6女子 51 ★一般女子上級

4 小1初級（9級以下） 20 小4中上級（6級以上） 36 ★小6女子選抜 52 シニア女子

5 小1上級（8級以上） 21 ★小4男子選抜－30 37 中学1年男子 53 シニア男子Ⅰ－70

6 ★小1男子選抜 22 ★小4男子選抜＋30 38 ★中学1年男子選抜－50 54 シニア男子Ⅰ＋70

7 小1女子 23 小4女子 39 ★中学1年男子選抜＋50 55 シニア男子Ⅱ－70

8 ★小1女子選抜 24 ★小4女子選抜 40 中学2，3年男子 56 シニア男子Ⅱ＋70

9 小2初級（9級以下） 25 小5初級（7級以下） 41 ★中学2，3年男子選抜－55 57 シニア男子Ⅲ－70

10 小2中上級（8級以上） 26 小5中上級（6級以上） 42 ★中学2，3年男子選抜＋55 58 シニア男子Ⅲ＋70

11 ★小2男子選抜 27 ★小5男子選抜－35 43 中学1年女子 59 一般初級－70

12 小2女子 28 ★小5男子選抜＋35 44 ★中学1年女子選抜 60 一般初級＋70

13 ★小2女子選抜 29 小5女子 45 中学2，3年女子 61 一般中級－70

14 小3初級（9級以下） 30 ★小5女子選抜 46 ★中学2，3年女子選抜 62 一般中級＋70

15 小3中上級（8級以上） 31 小6初級（7級以下） 47 高校男子 63 一般上級－70

16 ★小3男子選抜 32 小6中上級（6級以上） 48 ★高校男子選抜－60 64 一般上級＋70

クラス一覧（番号、クラス名）



申込書と一緒にご提出をお願いします。 

総括表 
道場・団体名 代表者名 

  

住所 電話番号 
〒  

メールアドレス 

         ＠ 

参加人数 人×5000 円 

参加費合計            円 
・緊急連絡（試合不成立、申込間違えなど）日中連絡がつく電話番号の記入をお願いします。 

 

 

 

 

会場案内 
草加市民体育館 

住所 埼玉県草加市松江１－１－８ 

地図 

    

切り取り 


