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阪大会 2023
1.主催 :全真空手道連盟 全真会館 大会実行員会

2.開催同時

令和5年 2月 5日 (日 )受付 :午前9時 午前10時第 1部試合開始 (予定)

※コロナウィルス感染予防のため、参カロ人数により2部制または3部制予定

※コロナウィルス感染予防のため、付さ添い入場規制、セコンド規制する場合あり。

※コロナウィルス感染予防のための注意事項、詳細は後日発表。

3.会場

大阪市中央体育館 (丸書インテックアリーナ大阪)柔 道場 (試合会場)貪1道場 (控え)

(〒 552-0005 大阪市港区田中3-1-40 806-6576-0800)
(地下鉄 中央線「朝潮橋」駅下車、②番出口より徒歩 3分 )

4.参加費

6,000円 (大会保険代込)

※申し込み後、参カロ難の返金1漱合が成立しない場合を除き、返金はできません。

※申し込み後、コロナウィルス感染拡大のため大会が中止になつた場合は全額返金いたします。
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5.申込締切

令和 5年 1月 6日 (金)必着です。現金書留にて諸流派団体単位で下記住所へ郵送おねが

いいたします。幅人 (フ リァ)での申し込みはお断りいたします。)

※2023年 12月 27日 (火)から2023年 1月 3日 まで受け取りできません。

6_中込先 (大会運営事務局).

全真会館大会実行員会 460-0011 愛知県名古屋市中区大須 2-10-45-2階
全真会館中部本部 電話 :052-908-9578 fax:053-308-1631

7.試合形式 (ト ーナメント方式。人数によリフンマッチになる場合あり。)

※新型Fロ ナウイルス感染予防のため、ジュニアクラスはマスクまたは飛沫防止ノェイスシー

ル ド着用 (金面 (ま たはプラスチック面)有のヘッドガー ドは使用できません。面を外して使

用おねがいします。その場合はマスク着用です。)

※一般・マスターズ:まマスク着用で試合を行 ly・ ます。

0幼年から中学生ま■0昇女による全真会館アルコンタク ト空手ルール

※ルールはリアル
'I・

=″
ピオンシップルールに準します。

(つかみ 。ひつか■緊。■綾撚織 り難 檬瞳 りはボディのみ有効)

鰈一般 'マスタースタサメのプい‐・ルは 2種類です。

菫 彊 彊 猥 選 愛浴
A:全真GK(掴 みあリカラテ)ルール i片手による一瞬の1回みまたは、ひっかけあり。[

(上段膝動 は一般男子二級のみ。)

B:全真FK(フル
'コ

ンタタ}カ ラテ)ルール 母掴み、ひつかけ無 t′ぶ

(上段膝蒻 は一擁ヤ男子上級のみ。)

試合時間

①ジュニアの部 :(予選)本戦 1分 30秒→延長 1分 (最終延長戦マス トシステム)

(ベス ト4よ り)本戦 1分 30秒→延長 1分→再延長 1分 (最終延長戦マス トシステム)

②マスターズの部 :本戦 2分→延長 1分 (最終延長戦マス トシステム)

③一般の部 :本戦 2分→延長 2分→再延長 2分 (最終延長戦マストシステム)

クラス

①ジュニアの部

※自帯は出場可能。ただし責任者の許可を得たものに限る。

初心・初級クラスは緑帯 2級まで。中級 。中上級クラスは黒帯まで出場可。

●初心クラス 幼年から中学生までの男女

(出場規定)初めて大会参加、または大会で 1勝もしていない選手

●初級クラス 幼年から中学生までの男女

(出場規定)大会で一度でも勝ちがあるが、チャレンジクラス相当のクラスで入賞実績

のない選手

●中級クラス 幼年から中学生までの男女

(出場規定)初級クラスで入賞実績があり、中級クラスで入賞実績の無い選手。

●中上級クラス幼年から中学生までの男女

(出場規定)上級 。選抜クラス (チ ャンピオンクラネ相当のクラス)で入賞実績のない

選手

②マスターズの部 (年齢男l i35歳～39歳 。40歳～49歳・50歳～59歳・60歳以上】・

・女子 (体重別 【55キ ロ以下・ 55キ ロ超】)

。男子 (体重別 【75キ ロ以下・ 75キ ロ超1)

●マスターズ初級クラス (ヘ ッドガード・胴プロテクター任意装着 )
(出場規定)2級までで、大会実績なく、大会経験も少ない。

醸マスターズ中級クラス (ヘ ッドガード任意装着)

(出場規定)2級までの道場生対象

0マスターズ上級クラス

(出場規定)2級以上の道場生対象※道場長の許可あれば下の級でも出場可

③一般の部

・女子 (高校生以上 体重別 警55キ ロ以下 。55キロ超鵞)
。男子 (高校生2R上 体重別 ‡75キ ロ以下 。75キ ロ超鵞)

や一般上級クラス

(出場規定)1級以上※道場長の許可あれば下の級でも出場可

磯一般中級クラス

(出場規定)2級まで

鰊一般初級クラス (へ、ッドガード任意1業恭)

(出場規定)3級までで、高校生以上の年齢から入HL」 して大会実績なく、大会経験も

少ない。

10.ルール防具規定 傷」紙参照)※今大会は防具の貸し出しはありません。

大会 申 し込みは、KARATE ALL GENERAT10N CUP 公式サイ トよ り

8.

9.

躙|

ダウンロードできます。



褥彬骰欲舞ルジ屹攀骰―シ眩骰軋ップ爽燒☆会盆o23.2.5申 込警

ジ晟鰤7鬱鞣ス用中し込み用紙
クリガリ・

囃籐遭靡瑾
髪手義

≪炒蟷倅 忽≫ 雖はす膊鬱なえ、飲ぴ麒賤警⑬で麒んで下さしヽ。(呻込み後の変更不可 )

な量骰秋聰袋疵ι亀文巾骰鰊Å供が2仁 炉靡會⑮ンマッサ 蜜ヽた鐵合弁 無ヽ差 Bllに変更する場合もありますハ

ジ,ュニア作攀 勧巻ケテス

場多 :奪ケ奪窄了麓閂0)
を孝笙4    年菫)(
ク幸髪蓋 (樗 奪董ウ驀子

妻接学盗 4嗜 奪塞i甕子

鱗筆 (撃薇舅女混合)

聘拳  廊  資暑 )

☆華攀豊(2.3年壼)男子

贅響学生 (盆.3年生)女手

ジ■,7参葬 勧咸クラス

瀦%:奪少年鰊驀董伝鬱 )

小学蒻4    奪菫)(
脅参華量 4確 奪菫う賽拳

資幸争修
`毛

肇羞)資季

爾筆 (筆に男女遷禽)

饉予  a  女季 )

☆驀響嚢(2,3年菫)男子

☆攀攀金(2.3年生)資予

躊ジ,ニア像髪 讐はクラス

餞多 4黎多燿奮ク

事準後

`    
奪量)

菱審拳豊4`肇盗》斃子

会幸摯後 4場 奪盪う麓子

鰺季  口  董曇 )

☆囀撃菫(2.3年生)男子

☆攀学生(2,3年豊)女子

晰ジタ,■ ア待%≪3.菫鰺クラ又

%多 4露 夕鑓脅 |

ノ;‐摯
=4    

奪肇)(mtt  e  董挙 )

資脅脅盆|1奪蓋,鷺子 047髪g素蝙 0 47kg以 上 ☆申学生(2.3年生)男子053k轟満 0 53kg以 上

女秦拳褒 :ち 奪蓋1資7 0 45kg薫は 0 45kg以上 ☆中学生(2.3年生)女子0 50kg未満 0 50kg以上

髪纏贅 壼年層爾  年  月  日(  )議 男 露女

裁宅Z 場晨 Cm キャリア    年

携帯多 kg饉趾 少年 段/級    段“級

緊急■佗 一般 段/級    段・織

饒強髪 予

蒻卜攀多・菫場蓬

董缶考躍 ③

彫羅斃瞑議移%
饉  饂

※多じ湯み霧録銹り葬  令ざ5年 1薦 6%(壼 )

2眩参鍵 を解孝霰 :〒 400-OO籠 埋奮藤驚申鰺大擾2摯 10-45-2「 )必簿

豪爽位まこ鑢はする卜のは約を下議のにりいたします。

ス農の移ス:11わ ち"て 、ち修脅:裏――髪し、――場の霙鶉を呻し立てをいたしません。また、大会中に起きた負傷、事故

トラブル:i鑑けなそ.綺多肇を菫燿警em係者に摯め欝せん。また中込絋記載纂理に薩偽の記轍はありません。

彫孝鯰名           印

饉は多幾多 露郵(R畢素成年のほ合のみ)



雉該レ諺暴ルジ心攀骰―シ削鞣儡ップ爽燒大会2023.2.5申 込書

―賤螢

『

スは一ズクラス黎し込み用紙
フリブザ‐

団体遭場亀
逐子華;

<令鰺儡 癸≫ 綺跛鼈 褥 え、炎ぴ褥跛審りで緻んで職 しヽ。(申 込み後の変更不可)

鰹菫跛茫鶉文綺鐘塁鯰 IA骰
二菫魏露宵スターーズウ傷鶴まな巫能80∞%で、ル攣ルA/8ダブルエントリー可能です。)

お褒饒 餞骰琵毅影菫型立≧匡ル1片拳によう一嫁の種みまたIま、ひっかけあり。】上段膝麟りは一般男子上級のみ。

1、 一縁勇手 :多彩・攀繊夕豊絋)曇 75キ動以下a75キ鐵鰹屏           '

2.″後と:′ 《鶴髪“中像菫豊勒)な らうキ難以下こ5撃奉曇超凸

拿.マスクーズ露子1参鰺 や゙鰺ヨ菫畿)130-.3004◎-49饉 50-59・ 60m以上】【75キ爾以下鬱75キ購超】

4、 マ薄 ―ズゑ孝1鶴陽を幸畿,上級)ζ 35-39毬 40-40巖 50-59優 60M以上曇ζ55キ国以下饉55キ爾超曇

葬:夕斃言釜I″ゑ輸         κ菱亜難量墨耀已征茫墾購饉鯉鴨≧2鍾痘曇菫鍾聾五
―教鉾子1参縁・攀咸“上藪),75キ無以下375キ爾趨眩

―後多イ1多縁・幸縁,上賤)155キ罐以下場55キ爾趨写

マえ子―ズ擁子 1擁繊・攀縁口上級)る 30-39日 4③-49日 50-50日 60m以上X75キ国以下鬱75キロ超機

マスターズゑ子4勧は,中畿a上畿)な 35-30・ 4舎-49燿 50-59060畿 以上X55キ国以下・55キロ超】

遊絡免 壼年層爾  年  月  日(  )歳 男 ・ 女

轟宅蓼 咆晨 Cm キヤリア    年

携帯多 然重     kg l少 年 段/級    段□級

緊急先筋 一般 段/級    段ヨ畿

蒻饉誘 f
―饉鑽挙で嶽秒錮玲・サト議がおりTシャツのは需を申鰺する方のみ記入( 申講する  申講しない )

騎嗽亦修=菫場躍

髭懇そ雀 ③

鯵絡勢貶諺診琴

甕  勤

※窄:′潟み彫券場 %:魏   令雛5奪嘔躍6襲 (鬱 )

2影多多 争黎多蓼 (〒 46の-0011躍奮祗驚幸巡大須2毒 ③-43-2F)必滲

※大会に朧はする饒辟は約を下籠のはりしヽたします。

大会幹%象 i=難 :,て 、主催者に|・

‐・饉し、・・‐朝の霧院を攀な立てをしヽr_‐ しません。また、大会中に起きた負傷、事故

1歩グル:=酢髯ζ竜の発傷を主催警曰肋係畜:こ 求め譲せん。また幸込絋鯉載事項に虚偽の記載はありません。

ま繁争氏名            雛

骸蒻雀魂多 印(選挙策咸等の場金のみ )


