
◆　主催 NPO法人　全世界空手道連盟　新極真会　群馬支部

◆　開催日時 ２０２２年１０月２３日（日）

開場　８：４５　　１部９：３０～１１：３０　２部１２：００～１４：００　３部１４：３０～１６：３０ ※予定

３部完全入替制　詳細は後日ホームページでお知らせします。

◆　会場　 高崎アリーナ

〒３７０－０８４６　　群馬県高崎市下和田町４－１－１８

◆　出場料　 型部門のみ　８，８００円　　組手部門のみ　８，８００円　　両部門（型・組手）　１１，０００円　　

【出場料振込口座】

東和銀行 高崎北支店   普通　３０２０３０４　新極真会　佐藤隆孝（サトウヨシタカ)

◆　申込期日 ２０２２年８月６日（土）〆切

　お申込み、ご入金は、所属団体一括方式の厳守をお願いいたします。

　データベース上での入力が必須となります。

　新極真会内は各支部道場単位でまとめてお願いいたします。（分支部不可）

◆　申込先 群馬県空手道選手権大会事務局　　

〒３７０－０８０３　群馬県高崎市大橋町８－１

TEL／FAX　０２７－３２６－８５８１

◆　試合種目 型の部

組手の部 　※　各部門詳細は別紙参照

◆　注意事項
1 新型コロナウイルスの感染状況によって一部注意事項が変更する可能性があります。

2 来館者は検温チェックを入口で行い37.5℃以上の場合は入場できません。

3 館内では全員マスク着用をお願いします。選手は試合時以外マスクを着用して下さい。

4 サポーター類（白布地）、ヘッドギア（フェイスシールド着）、赤帯セットは必ず各自で用意して下さい。

（主催者側での用意は一切行いません。サポーター類の未着は失格となります。別紙参照）

5 計量は道着着用で2㎏までオーバー可。計量時点で体重がオーバーした場合は失格となります。

6 選手は各自５試合前までに所定位置に集合してください。（試合時間に遅れた場合は失格となります）

7 セコンドは1名までマスク着用で応援できます。

8 試合後の握手、場外での挨拶は禁止とさせて頂きます。（新型コロナウイルス感染症対策）

9 納入された出場料に関しては主催者側の判断で中止になった場合のみ返金致します。

10 主催者側として感染の発生に備えて来場者名簿を作成するため、申込書と一緒に配布された

「来場者カード」に必要事項を記入し、当日受付に提出して下さい。

＊選手だけでなく来場者全員が提出することとします。

11 試合中の負傷や事故が生じた場合、応急手当と、主催者加入の賠償保険の範囲内でのみ保証する

ものとし、保険範囲外の責任は、主催者、対戦相手は一切負いません。

当日は必ず健康保険証をご持参ください。

12 試合当日の出場選手の時間管理は、各自の責任で行ってください。試合開始時に所定の位置に不在

の場合、 理由の如何に関わらず失格となります。またその際の苦情や抗議は一切受け付けません。

13 参加選手の諸事情等により、当日不参加になる場合、大会事務局までご連絡をお願いいたします。

第１０回群馬県空手道選手権大会　参加選手　募集要項



【型の部　部門・番号】

階級 幼年 小学１年 小学２年 小学３年 小学４年 小学５年 小学６年 中学 一般 1 幼年　 2 小学１年　 3 小学２年　初級 4 小学２年　上級　

初級 太極3 太極3 太極3 平安1 平安1 平安1 平安1 5 小学３年　初級　 6 小学３年　上級　 7 小学４年　初級　　 8 小学４年　上級　

上級 平安1 平安2 平安2 平安5 平安5 突きの型 突きの型 9 小学５年　初級　 10 小学５年　上級　 11 小学６年　初級 12 小学６年　上級　

13 中学　初級　 14 中学　上級　 15 一般　初級 16 一般　上級

　　【組手の部　部門・番号】

17 幼年　 18 小学1年男子 19 小学２年男子・初級 20 小学２年男子・上級

21 小学３年男子・初級 22 小学３年男子・上級

□組手防具着用表
23
小学４年男子・初級
軽量級(３２キロ未満）

24 小学４年男子・初級重
量級(３２キロ以上）

25 小学４年男子・上級軽
量級(３２キロ未満）

26 小学４年男子・上級重量
級（３２キロ以上）

27 小学５年男子・初級軽
量級(３５キロ未満）

28 小学５年男子・初級重
量級(３５キロ以上）

29 小学５年男子・上級軽
量級（３５キロ未満）

30 小学５年男子・上級重量
級(３５キロ以上）

31 小学６年男子・初級軽
量級(４０キロ未満）

32 小学６年男子・初級重
量級（４０キロ以上）

33 小学６年男子・上級軽
量級(４０キロ未満）

34 小学６年男子・上級重量
級（４０キロ以上）

35 小学１年女子 36 小学２年女子 37 小学３年女子

38 小学４年女子・初級　39 小学４年女子・上級 40 小学５年女子・初級 41 小学５年女子・上級

42 小学６年女子・初級 43 小学６年女子・上級

44 中学1年男子・初級軽
量級(４５キロ未満）

45 中学１年男子・初級重
量級(４５キロ以上）

46 中学１年男子・上級軽
量級(４５キロ未満）

47 中学１年男子・上級重量
級(４５キロ以上）

48 中学２,３年男子・初級
軽量級(５５キロ未満）

49 中学２,３年男子・初級
重量級(５５キロ以上）

50
中学２,３年男子・上級
軽量級(５５キロ未満）

51 中学２,３年男子・上級重
量級(５５キロ以上）

52 中学女子・初級軽量級
（５０キロ未満）

53 中学女子・初級重量級
（５０キロ以上）

54 中学女子・上級軽量級
(50キロ未満）

55 中学女子・上級重量級
（５０キロ以上）

56 高校男子・初級 57 高校男子・上級軽量級
（６５キロ未満）

58 高校男子・上級重量級
（６５キロ以上）

59 女子セーフティ初級 60 女子セーフティ上級 61 女子フルコンタクト ※高校生以上

　　※ヘッドギア内にフェイスシールドを着用してください。（付け忘れは失格） 62
シニア３５～４２才
初級

63
シニア３５～４２才
上級

64
シニア４３～４９才
初級

65
シニア４３～４９才
上級

66 シニア５０才以上

67
一般・初級軽量級
（７０キロ未満）

68
一般・初級重量級
（７０キロ以上）

69
一般・上級軽量級
（７０キロ未満）

70 一般・無差別級

太極1 太極1

【　型の部　出場クラス　※新極真会以外の他流団体も出場可※　】

　　・ヘッドギアは新極真会指定商品のみマイヘッドギア使用可とし、試合場での貸出はいたしません。

　　・スネ・拳サポーターは各自でご用意ください。グローブの着用は不可とします。

　　　サポーターは必ず白を着用し、極端に薄いもの、皮製、合皮製等は不可とします。

　　・赤帯セットは各自でご用意ください。試合場での貸出はいたしません。

　　・膝サポーターは、小学３年生～着用義務とし、出場階級の指定に応じてください。

　　・女性は、女性用アンダーガードをファウルカップと同様に着用してください。

◇　試合ルールについて

　　・決勝まで同じ指定型を行います。

　　・小学２～４年生は、初級（青帯以下）上級（黄帯以上）で行います。

　　・小学５・６年生～一般の階級分けは、初級（黄帯以下）上級（緑帯以上）で行います。

　　・主審の「（型の名前）用意、始め」の号令で２人同時に型を行い判定をとります。

　　・初級帯での上級部門エントリーは可能です。上の学年へはエントリー不可です。

　　・参加人数の多少により、主催者側の判断にて階級の統廃合が行われる場合があります。

　　・出場階級は、申込み時点の級でご記入ください。

□組手試合時間表

本戦 延長戦 再延長

６０秒 ６０秒

９０秒 ６０秒

９０秒 ９０秒

２分 ２分

９０秒 ９０秒

２分 ２分

９０秒 ９０秒

９０秒 ９０秒

２分 ２分 ２分

２分 ２分 ２分

幼年

小学男女

一般上級軽量

一般上級無差別

中学生男女

高校生

女子セーフティ

女子フルコンタクト

シニア

一般初級

◇型・組手クラス分け等詳細について

　　・小学２年生～小学４年生は、白・橙・青帯が初級、黄帯以上を上級とします。

　　　小学５年生～一般は、白・橙・青・黄帯が初級、緑帯以上を上級とします。

　　・初級帯での上級へのエントリーは可能です。上の学年へはエントリー不可です。

　　・各階級別で参加人数の多少により、主催者判断によって統廃合等の変更を行う場合があります。

　　・女子セーフティ、女子フルコンタクトは高校生以上が出場可能です。

　　・ケガ等でテーピングが必要な場合は、医師の診断書が必要になります。

ヘッド スネ 膝 拳 ファウル チェスト

ギア カップ ガード

○ ○ 任意 ○ ○ ×

○ ○ ○（小３～） ○ ○ ×

○ ○ ○（小３～） ○ 任意 任意

○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ 任意 × ○ ○

○ ○ 任意 ○ ○ ×

○ ○ 任意 ○ ○ ×

× × × × ○ ×

小学男子

小学女子

中学・高校生

女子中学生・セーフティ

女子フルコンタクト

幼年

シニア

一般初級

一般上級



　

       　　     第１０回群馬県空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日　２０２２年１０月２３日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　　　高崎アリーナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長　佐藤　隆孝

　選手氏名 　　　　　印

　保護者氏名 　　　　　印

フリガナ

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

携帯電話
　　　　　整数記入・小数点以下四捨五入　　　　　　　　　　　　　　　　　整数記入・小数点以下四捨五入

西暦 年　　　　月　　　　日（10/23時点　　　歳） 身長 cm 体重 kg

　　　級・段 帯 　　　　　　年　　　　ヶ月 学年 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型 　　　　組手
ＮＯ クラス ＮＯ クラス

◆新極真会

支部 　　　道場

◆新極真会以外 フリガナ

所属団体 　　流派・団体名

〒

TEL 　（　　　　）

フリガナ

印

順位

主たる戦績
（過去３年内）

　　　　　　型・組手とも、過去３年内の最高成績を一つ　記入のこと。

【型】　　　　　　　　　　　　　　年

【組手】　　　　　　　　　　　　　　　　　年

会員登録番号

　代表者氏名

開催年（西暦） 大会名・出場階級 主催団体

　出場階級

本大会試合規則に従い正々堂々と競技することを誓います。
また、試合中の負傷、事故について異議を申し立て致しません。

氏名
姓） 名）

現住所

生年月日

段級位 修行年数
小　・　中　・　高

選手証明写真

クリップ止め

縦4cm×横3cm

※道着着用のこと

※ファイティングポーズ

不可
※所属支部・氏名・出場
階級記入のこと

選手証明写真

上部のみのりづけ

縦4cm×横3cm

※道着着用のこと

※ファイティングポーズ

不可
※所属支部・氏名・出場
階級記入のこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　※　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　※

申込締切 8月6日（土）



     来場者カード
           ※大会当日にご持参ください

氏名                        受付時の体温     ℃

37.5℃以上は不可

来場目的（〇で囲む）

1.選手 2.保護者（選手氏名       ） 3.スタッフ 4．審判

住所

電話番号

   チェック項目（全てに☑がはいってることを確認） チェック欄

1 来場当日の体温に異常がない。（37.5℃以上は不可）

2 来場前2週間において以下の事項の有無

ア 発熱や咽頭痛、風邪の症状、嗅覚や味覚の異常がない。

イ 新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がない。

ウ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいない。

エ 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

  国や地域などへの渡航または当該在住者との濃厚接触がない。

ご来場する前にチェック項目を確認の上、必ず提出して下さい。

感染者が発生した場合に保健所に連絡できるよう1ヶ月間保管します。

※該当しない項目のある方は、来場の自粛をお願いいたします。

   来場される方は一人一枚、必ず提出して下さい。

記入していただいた個人情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために利用します。

その他の目的のために利用することはありません。

ご理解とご協力をお願いいたします。

  新極真会 群馬支部


