
第9回 真誠塾 空手道選手権大会
～2022年度全日本ランキング指定大会 【上級・初級】～

カラテ・オールカップルーキーズ指定大会

【日時】 2022」手6月 5日 (日 )

【会場】

【主催】

【参カロ費】

【ルール】

コロナウイルス感染拡 大等、開催 にあたり影響 がある時 は二 4佳者判 断 に

一部変更または中止となる場合があります。その際は随時お知らせ致します。

ヤマモリ体育館 アリーナ ニ重県桑名市中央町3-38 80594-22-6741

開場、団体受付、計量、検温

開会式 試合開始 AM 10:00～  (予 定)

真 誠 塾

*初′この部 /5,000円   *初 級。中級。上級の部 /6,000円
(記念品あり)お弁当はありません。各自でご用意下さい。

」KJOル =ルに準 します。

○ 女子が空手着の下に着用する丁シャツは白色、男子はTシャツは着用できない。

○ 当日計量時、僅かでも規程体重を超えた選手は失格となります。上下空手衣 (上はTシャツでも可)

で計量。5009までは考慮いたします。申告体重に虚偽のないよう正確にご記入ください。

【クラス】 【初だ上段蹴りなしの部】幼年～中学生

初挑戦の選手、または各大会 (初′むクラス)において3回以下の出場経験はあるが大会実績の

ない選手。但し、黒帯はエントリー不可。

【初心上段蹴りありの部】幼年～中学生

大会経験が少ない選手。将来、初級クラスの出場を目指している選手。

但し、黒帯はエントリー不可。

【初級の部】幼年～中学生 ※全日本ランキング(初級)、 カラテオールかンプルーキーズ指定大会(※ )

黒帯、各大会上級クラスで入賞経験のある選手、各種全日本大会の代表権を取得したことの

ある選手、初級ランキングにてチャンピオンになった選手はエントリー不可。

※ 1入賞者は「カラテ・オールかンプルーキーズ」の出場権が得られます。(参カロの可否は自由です。)

【中級の部】幼年～高校生

各大会上級クラスで人賞経験のある選手、各種全日本大会の代表権を取得したことのある選手

はエントリー不可。

【上級の部】幼年～高校生

規定はありません。

※全 日本ランキング (上級)指 定大会

【注意事項】○ ゼツケン・問診票及びエントリー表は事前に郵送します。

○ 来場する全ての方には、マスク着用・新型コロナウイルス感染防止対策のご協力をお願いします。

○ セコンドは I名 といたします。セコンドの服装は正装又は団体 Tシャツ、選手は空手衣も可。

○ 参カロ人数の少ないクラスは、統合・中止となる場合があります。

その際には、各道場にご連絡させていただき、中止が決定した場合のみ参カロ費を返金致します。

○ 参カロ選手は各自スポーツ保険にごカロ入下さい。

○ 判定に対する抗議は一切認めません。

【申込締切】 2022J手 4月 22日 (釜ど)成|り音 ※各団体ごとに現金書留にてお送り下さ 主ヽQ

一旦納入された参カロ費は、いかなる理由があろうとも返金致しませんのでご了承ください。

但し、2022年 5月 6日 以降、国や自治体から開催中止要請等がなされた場合や、安全確保等を考慮し、

中止とする場合は、5害」を各団体に返金致します。また、自粛要請等により不要不急の移動・出場の判断は

任意としますが、その際の参カロ費は返金されません。ご了承ください。

【申込先】 〒511-0065二 重県桑名市大央町47-1 真誡塾 先田哲生
TEL 080-1619-9708  FAX 0594-28-9321

AM 9:00～
AM 9:45～



第9回 真誠塾 空手道選手権大会

試合時間

初走の部 幼年～中学生 本 戦 分    (マ ストシステム)

初級の部 幼年～中学生 本戦 分30秒 (マ ストシステム)

中級の部 幼年～高校 生 本 戦 分30秒 (マストシステム)

上級の部 幼年～中学生 本戦 分30秒 (マストシステム):高校生 1本戦 2分 (マストシステム)

防具

※ 初級・上級ラ

ンキングの詳細

につきましては

全日本ランキン

グのホームペー

ジを参照してく

ださい。

各 自用意して下さい。貸出しはありません。
※ご注意※ 全クラス、フアールカップは男女とも着用して下さい

初だの部

○ ヘッドガード及びフェイスシールド、拳サボーター、スネサポーター、

ファールカップ、赤紐

*サポーターは布製に限る、また極端に薄いものや硬質のものは使用不可。

*小学3年以上の膝サポーター着用は任意。

*小学3年以上の女子のチエストガードの着用を認めます。

初級の部

○ ヘッドガー ド及びフエイスシール ド、拳サポーター、スネサポーター、

ファールカンプ、赤紐

*」 KJO指 定品に準ずるものを着用。

(サポーターは布製に限る、また極端に薄いものや硬質のものは使用不可 )

*ヘッドガードは」KJO指 定品または類似品に限る。

詳細は全 日本ランキングHPにてご確認下さい。

*小学3年以上は膝サポーター着用が義務。

*小学3年以上の女子のチエストガードの着用を認めます。

中級の部

○ ヘッドガード及 びフエイスシール ド、拳サボーター、スネサボーター、

ファールカップ、赤紐

*サポーターは布製に限る、また極端に薄いものや硬質のものは使用不可。

*小学3年以上の膝サポーター着用は任意。

*小学3年以上の女子のチエストガードの着用を認めます。

上級の部

○ ヘッドガード及びフエイスシールド、拳サポーター、スネサボーター、

ファールかンプ、赤紐

*小学3年以上の女子のチエストガードの着用を認めます。

*」KJO指定防具に限ります。  04ヽ 学3年以上は膝サポーター着用が義務。

*高校生は」KJO指定のグローブを必ず着用して下さい。

勝者 ○ 1本勝ち・判定勝ち・相手の失格により勝ちとする。

l

(自 滅も同様)

本 ○打撃で一瞬でもダウンした場合。 03秒 以上の戦意喪失した場合。

○技有りを2つ獲得した場合。

技有り
(自 滅も同様 )

○ 宙に浮かせ転倒させる。 ○ 上段にクリーンヒット。 ○ 一時的に動きが止まる。

○ 一時的に戦意喪失。  ○ 下段蹴りで足を引きずる。

○ 腹部のダメージで体がくの字になる。 ○ 防戦一方になり反撃しない状態が続く。

反則

○手技での首より上への攻撃。    ○手、腕、肩、胸、頭部での掛けや押し掴み等。

○金的への攻撃。 ○頭突き、頭をつけての攻撃。 ○膝関節への正面からの蹴り。

○倒れた相手への攻撃、背後からの攻撃。

○故意に倒れ、相手に攻撃をさせない事。かけ逃げ等。 O初 ヽ上段無しクラスでの上段蹴り。

○初心・初級・中級の全クラス、上級の幼年・4ヽ 学生のクラスでの上段膝蹴り。

(上級の部、中学生・高校生は有効 )

○その他、審判が反則とみなした場合。

失格

○嘔吐により試合を中断した場合。 ○注意を4回 受けた場合。

○審判員の指示に従わなかった場合。

○ 当日、規定体重をオーバーした場合。

(上下空手着で計量、上はTシャツでも可。5009ま では考慮致します。)

○試合順番が来ても、待機場所に来なかった場合。(呼び出しは致しません。)

その他
○女子が空手着の下に着用する丁シャツは白色、男子は丁シャツは着用できない。

○ ルールの詳細は」KJO全 日本空手審判機構に準じます。

大会ルール



第9回 真誠塾 空手道選手権大会
初′む。中級の部

私儀、本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。
なお、試合中における事故並びに負傷を負っても、主催者側にその責任の一切を問いません。
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.S、 りがな 男

女

平成 今和  年  月  日 生

選手名
新学年

※大会当日
の学年

幼年 (年 少 年中 年長)

小学 中学 高校   年生

選手住所
一Ｔ ) TEL

( )

身長

Cm

体 重

級・段

空手修行年数

年

′む (上段蹴りなし) 参カロ費 :5,000円

ギ少|=｀ 「4寝I
菱1:'1,T

Jヽ学|■

1男 子 ∫
|(享ξ≧
1、

尋
=ド

Jヽ学5年

女ヽ子「

・■

Ｆ
●

一学ヽ‐
好
「

―

初ヽの部 (上段蹴りあり) 参カロ費 :5,000円

ギ歩1鷲筆 「
ず革嚢`、

表1:'尋1雷

J｀学2年
l男子 F

小学6年

1男子∫

Jヽ学2年
‐ヽ

=irr

Jヽ学6年
1女子 |

中級 参カロ費 :6,000円

ギJ:常、 「筆寝1
黒4ig尋 |:雷

ボ享と二

'男
子「

Jヽ学6牛
、女子 r

一“”二一一一一

．
・
・

・

・

一

ｒ

・

一話
”
｝一一誨
」
一

所属道場名 所在地 (〒    ―    )

丁EL      (       )

?

【申込締切】 2022年 4月 22日 (金)必着

kc

参カロクラスをOで田んで下さい。 ※ご注意(大会当日の学年を記入下さい。)

Ｉ

Ｌ

ヽ
■

，

一”一〓一）“

一一“一，す一一，

一呻“，す時一一
一一一”二一砕一一一



第9回 真誠塾空手道選手権大会
～2022年度全日本ランキング指定大会～

上級・初級クラス参加申込書
大会会長 殿
私儀,本大会のルールに従つて正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。
試合中,負傷または事故を負つた場合,傷害保険の適用範囲内とし,その後―切異議申し立ていたしません。
本大会中における新型コロナウイルス感染につきましては、主催者側にその責任を一切を問いません。

選手氏名                         保護者氏名 Fpl

(選手が未成年の場合、保護者印が必要 )

参加を希望されない場合は必ず団を入れてください→ □ 全日本ランキングに参加しません

ら、りがな ら、りがな

所属団体名 代表者名

所属団体
住所

電話番号

(〒 )

電話番号

FAX番号

フリガナ 生年月日 平成 令和   年  月  日    歳

選手名 学年′性別
幼 (年少 中 長)月ヽ中 高   年

男  女

選手住所

(〒     ―     )

電話番号     ―     ―

級段位
級/  段

T
空手歴

年  ヶ月

身長
Cm

体重
kg

1 幼児男女混合の部 5 小学4年 男子の部 9 小学1年 女子の部 小学5年 女子の部

2 小学1年 男子の部 6 小学5年 男子の部 小学2年 女子の部 小学6年 女子の部

小学2年 男子の都 7 小学6年 男子の部 小学3年 女子の部 中学女子の都

4 小学3年 男子の部 8 中学男子の部 小学4年 女子の部

上級クラス(出場クラスを○で囲んでください。)

※○Okg未満クラスは当日受付で計量を行います。上下空手衣(上はTシャツでも可)で計量してください。500gま では考慮いたします。各クラスの基準を

僅かでも超えている場合は失格となります。減点出場はできません。申請体重は虚偽のないよう正確に記入してください。

幼児 男子の部 小学6年 男子40kg以 上の部 幼児 女子の部 中学1年女子 43kg未 満の部

小学 1年 男子の部 27 中学 1年男子 42kg未 満の部 小学 1年 女子の部 中学 1年女子 43kg以 上の部

小学2年 男子の部 中学1年男子 52に未満の部 小学2年 女子の部 中学2～ 3年女子 43kg未満の部

小学3年 男子 2フ kg未満の部 中学1年男子 52kg以 上の部
小学3年 女子の部
(体重制限なし)

中学2～ 3年女子 50kg未満の部

小学3年 男子27kg以 上の部 中学2～ 3年男子 47陀未満の部 小学4年 女子30kg未 満の部 中学2～ 3年女子 50kg以上の部

小学4年 男子30に未満の部 中学2～ 3年男子 5 7kg未 満の部 小学4年 女子30峰 以上の部 高校女子 48贈未満の都

22 小学4年 男子30kg以 上の部 中学2～ 3年男子 57kg以 上の部 小学5年 女子35kg未 満の部 高校女子 55kg未 満の部

小学5年 男子35kg未 満の部 高校男子 60kg未 満の部 小学5年 女子35聰以上の部 高校女子 55kg以 上の部

小学5年 男子35に以上の部 高校男子 70kg未 満の部 44 小学6年 女子40kg未 満の部

小学6年 男子40に未満の部 高校男子 70贈 以上の部 小学6年 女子40に 以上の部

過去2年 以内の入賞歴(入 賞歴がある選手は必ず記入してください.トーナメントを組むときに参考にいたします。


