日本赤十字社 災害義援金チャリティー

2019 秋季神奈川県ビギナーズ空手道選手権大会
主催：極真会館神奈川横浜川崎東支部

【誓約書】
2019 秋季神奈川県ビギナーズ空手道選手権大会（第 16 回武魂杯） 大会主催者殿

2019 年 11 月 10 日に開催される上記大会出場にあたり、別紙、大会、試合の注意事項、大会規約、
試合ルールに従い大会に参加する事を誓います。また、メディカルサポートに加入の上、健康診断
を受けるなど健康管理は各自の責任の上の参加とし、万が一の負傷、事故等が生じた場合も（応急
処置はしますが）主催者、支部に対し一切責任を問いません。参加選手、並びに参加選手の家族兄
弟等が未成年で、会場や、第三者に損害を与えた場合などは、その保護者が全責任を負う事としま
す。（成人は本人責任）
申込日↓
フリガナ

年

月

日 選手名

印

（未成年の場合、保護者氏名）

所属支部

(

級、

段)

印

東京城東葛西 支部

道場

上記出場申込選手が本大会出場に相応しい実力を有し健康状態を含め、出場に危険がないことを
承認します。
少年部は前回出場の試合（支部内交流試合、型競技は除く）から２０日以上経過している事を確認
し、私の責任において出場を許可致します。支部長（責任者）署名

《申込書 組手,型兼用》
支部内締切 ８ 月２４ 日 担当
組手出場申込受付

木立

に参加費用と同時に提出下さい。
参加費

生年月日

組手申込クラス名

年

No
型試合申込受付

学年

型試合申込クラス名

月

日

組手 7,000 円

型 6,000 円

歳

両方 10,000 円

合計

年生

円

No

東京城東葛西 支部

道場
緊急連絡先☎
氏名

申込時
身長

―-

―-

総本部会員

ｃｍ

体重

ｋｇ

登録 No

過去 2 年間の主な大会実績（型試合出場者は型大会実績を記入）

参加者住所〒□□□―□□□□
自宅（携帯）電話番号

☎

―

―

組手審判 3 人制で行います！
参加者多数を想定し、試合以外の時間短縮を考慮し、下記の進行にご協力下さい。
審判の儀礼挨拶なし、審判の旗コールは注意、減点の本数コールを省きます。
2 人の副審、主審 1 人のため、有効決定旗数は 2 本以上となります。

【組手試合時間】
男女

幼年チャレンジマッチ

本戦１分で決着

男女

幼年以外のすべてのチャレンジマッチ

本戦１分３０秒で決着（延長戦無し）

男女

幼年～高校生、壮年のビギナーズＡ、ＡＡ，Ｓ、ＳＳ

本戦 1 分 30 秒、延長 1 分 30 秒で決着

男女

一般ビギナーズ Ａ、ＡＡ、Ｓ、ＳＳ

本戦２分、延長 2 分で決着

☆チャレンジマッチ以外のビギナーズ戦（混合含む）は延長戦ありになっておりますが、試合進行
上止むを得ず、極力本戦決着を審判団に指示しますので、選手はご留意の上、本戦から全力勝負で
挑んで下さい！

【組手試合防具規定】
カテゴリー

防具着用規定（選手持参）

幼年、小学生、中学生の全てのカテゴリー

拳サポーター、脛サポーター、膝サポーター
ヘッドガード（イサミ CＫＷｰ 10、TT ｰ 25）
上記全て公認品、帯留め任意（公認品）
中学生はフェイス金網のない公認ヘッドガード、
歯科医作成のマウスガード着用

高校生、一般、壮年の全てのカテゴリー

一撃オープンフィンガー、脛サポーター、膝サポ
ーター、ヘッドガード、マウスガード（公認品）
上記全て公認品、帯留め任意（公認品）
高校生のマウスガードは歯科医作成品可、一般、
壮年は公認品着用

※全ての男子

既製品のファールカップを空手着の中に着用

※小学 4 年生以下の女子

公認品の胸パット、下腹部ガードを任意で着用可

※小学 5 年生以上の女子

公認品の胸パット、下腹部ガードを着用

※全ての女子

T シャツは白の無地を着用

☆上記、規定の防具が着用されない場合は失格となります。
☆空手着には氏名を明記。ワッペン、氏名（一撃）以外の刺繍禁止。腕まくり禁止。
☆選手呼び出し係はいませんので、各選手は自分の試合の５試合前には出場コート出場コーナー
（ゼッケン番号の少ない方が白コーナー、多い方が赤コーナー）にて待機して下さい。（型、組
手両方出場の選手のゼッケン番号は共通ゼッケン番号のため、上記の限りではありません）
選手呼び出しアナウンスコールがあっても不在の場合は失格となる事があります。
☆単なる予防のためのテーピングは禁止です。必要な選手は診断書、大会医事委員の承諾必要。

【表彰】 組手、型共に、ワンマッチは優勝のみ、３人～７人は準優勝まで、８人以上は３位ま
で（組手 2 人、型 1 人）、20 人以上参加の型は 4 位～6 位表彰状有り

【型試合】（予選型、決勝型）

☆2019 年 6 月の型改正以前の型規定で行います☆

☆型試合は審判の採点の合計数により順位を決定します。同点の場合は第１優先最高点、第２優先
最低点の高い方とし、それでも同点は同点者を決勝進出とし、決勝戦の場合は審議とします。
参加人数（抽選により試合順番決定）

決勝戦進出人数（予選の低得点者から先行）

２人（ワンマッチ）～５人

２人

６人～８人

３人

９人～１２人

４人

１３人～19 人

５人

２0 人以上

６人

【試合進行について】
★型トーナメント戦は、
2 階剣道場の D コートで試合を行います。学校の体育館の様な板敷の床になります。

《☆型試合順番》
試合試合順番の目安となる、Ｋ1、Ｋ2、などの型カテゴリーＮｏは参加者確定後に決定いたします。
☆K１～K3 予選、決勝
K９～K11 予選、決勝

K４～K６予選、決勝
K７～K８予選、決勝
K12～14 予選、決勝
K15～K16 予選、決勝

K17～K18 予選、決勝

★開会式後（K1～K3 は 9 時 15 分～予定）随時先着順に試合順番の抽選を 2 階剣道場型 D コート運営本部で行い、試
合順を決定致します。抽選を行った時に試合順番が解ります、決勝は予選の得点の低い方から競技を行います。

☆予選型、決勝型共に、混合になったカテゴリーはそれぞれ申込時の指定型となります。
★一人ずつ順番に型競技を行い、3 人の審判による採点の合計点により順位を決定致します。（同
点は最高点、最低点の順で優位決定）
☆採点は 5.5 6.0 6.5 ではなく、 6.0 6.1 6.2 6.3～6.9 と少数点が 0～９まで有ります。
★参加人数により、決勝進出人数は異なりますので、パンフレット型試合出場者リスト表で確認し
て下さい。
☆組手試合が遅れ型試合進行 がストップする可能性があり、その際は組手試合を優先応援ので、
試合順が前後入れ替わる場合もあります。
☆全体の試合進行状況によっては、2 階剣道場にて E コートを増設して型試合を行う場合があるの
でご注意下さい。（1 階柔道場の組手コートが早く終了し、型試合進行が遅れている場合）
【試合方式は下記の通りとなります】
例１、黙想から始まらない型

例えば「太極その１」

《アナウンス》
「ゼッケン 350 番横浜太朗！」選手入場。
《主審》
「正面に礼！」

右手を上げたのを合図とし。

≪選手≫型の名を言う「太極その１」 型を開始～なおれ、まで行い、型終了 《主審》判定取ります！判定！」
《アナウンス》 「6.3．7.2 6.8」 「ただ今の得点は 20.3 です」
《主審》

例２、黙想から始まる型

「正面に礼！」 選手退場。

例えば「突きの型」

《アナウンス》
「ゼッケン 35５番東京太朗！」選手入場。《主審》
「正面に礼！ 」右手を上げたのを合図とし
≪選手≫黙想！ 型の名を言う「突きの型」 型を開始～なおれ、まで行い、型終了 以下、上記と同様です。
型試合の表彰も 1 階柔道場です。
（20 人以上参加カテゴリーは 4～6 位表彰状授与があるので、１階柔道場
特設表彰ステージに集合）

