
関係各位 令和 4年 3月 吉 日

2022チャレンジカップ岐阜交流大

主催 国際空手道連盟極真会館 世界全極真岐阜県太田道場

日頃の稽古の成果を試す場として組手試合と型試合を行います。

組手試合では小学生～中学生クラスは各県大会以上の大会で前学年と新学年(4月 )において

優勝・準優勝歴がある人は参加できません。0年の経歴は含みません 幼年は可)

交流試合、交流大会と初中級の優勝・準優勝者は参加できます。

高校以上では優勝歴等は関係ありません。

型試合では優勝歴等は関係なく参加できます。

日時 令和 4年 6月 5日 (日 )    場所 瑞浪市民体育館  開式 9時 30分

午前中 型試合  午前 11時～組手試合の予定   16時 閉会予定

試合形式  組手試合・個人型試合 の 2ク ラス

【型試合】   帯、クラス別 幼年～小学 2年・小学 3年～6年・中学・一般初・中 。上級

型試合の規定の型  白帯 。太極 IⅢ オレンジ帯・太極Ⅲ平安 I 青帯・平安 II

黄帯・平安ⅡⅢ   緑・ 茶 。黒帯・平安ⅢⅣV
※決勝は自由型

2名 同時に指定された型をします。決勝は 1名ずつく同じ種 目は同時)

※出場選手の人数によリクラス統廃合あります。

【組手試合】 クラス

幼年(男女) 小学学年男女別  中学 1年男子  中学男子 2・ 3年軽量・重量

中学 1年女子  中学女子 2・ 3年軽量・重量   高校男子軽量・重量   高校女子

一般女子  マスターズ男子(42才以上)一般男子初中級(3級迄)一 般男子上級(2級～有段)

※出場選手の人数によリクラス統廃合あります。

試合方法   国際空手道連盟に準ずる

備考 ・各クラス 3位まで表彰 します。・選手にお弁当はありません。

・体重、身長が申告したものと著 しく異なるときは失格となります。

・極端な染髪は出場できません。・申込後の参加費は返却できません。(大会中上の場合は返却 します)

出場申込書と参加費  両種 目Qい 組手)6000  1種 目 5000(組手、型どちらか)

大会事務局に送付 してください。参加費は振り込みでもかまいません。

ゆうちょ銀行   12460‐ 21560121 オオタキヨタカ

申込締切 4月 27日 休 )必着

送付先・問合せ   〒509‐ 7605

岐阜県恵那市山岡町原 1511‐63

極真会館岐阜県太田道場  TEL・ FAX 0573・ 56‐ 2400



2022チ ヤレンジカップ岐阜交流大

令和 4年 6月 5日 (日 )

Fli浪 市民体育館 開式 9時 30分

主催 :国際空手道連盟 極真会館 世界全極真 岐阜県太田道場

出場 申込書

私議、本大会のルールにしたがつて正々堂々と技を競い合 うことをここに誓います。

大会開催中における事故ならびに負傷を負っても主催者側に対 t´ て一切の異議申し立てを致 t´ ません。

本人または保護者氏名

(20歳以下は保護者名)    ____

型試合は帯、クラス別 幼年～小学 2年・小学 3年～6年・中学 。一般初・中・上級

【型試合の規定の型】 白帯・太極 I レンジ帯・太極Ⅲ・平安 I

・ 茶・ 黒帯・平安ⅢⅣ

帯・平安 IⅡ

Ⅱ Ⅲ

2名 同時に指定された型をします。※決勝は自由型

規定の型を行つた後、審判による判定で勝敗を決する。

※参加人数・帯・体重により各クラス変更有り
組手クラス○をしてください。

大会入賞歴 (1個ずつ)型・             組手・

申込締切 4月 27日 (水) 参加料 一種目5000(組手)(型 )・ 両種日6000   弁当@700(茶付)  名

フリガナ

選手氏名

生年月日  昭和 。平成   年  月  日

―

 型 L一
―

壺 肇 二  男・ 女

TEL住所

段

身長   cm 体重  kg 空手歴  年  ヶ月   級  所属道場      道場

試合形式  組手試合・個人型試合 の 2ク ラス

1 幼年の部 (男女混合) 6 小学 1～ 6年生女子の部

小学   年生女子

０
４ 小学 1～ 6年生男子の部

小学   年生男子

7 中学生女子の部

軽量・重量 (45 kg以 上)

3 中学 1年生男子の部 8 高校生女子の部

4 中学 2・ 3年生男子の部

軽量・重量 (55ヒ以上)

9 シニア男子の部 (42才以上)

5 高校生男子の部

軽量・重量 (60ヒ以上)

10 一般男子初中級の部 (3級迄 )

一般男子上級の部

型試合Oを してください 型試合出場   参加  ・ 無



試合時間とルール

試合のルールは国際空手道連盟ルールに準ずる

【試合時間】

本選 延長戦 再延長戦

幼年の部 1分 30秒 1分→体重判定 1分

小学 :中学生の部 1分 30秒 1分→体重判定 1分

高校生の部 2分 1分 30秒→体重判定 1分

マスターズの部 1分 30秒 1分→体重判定 1分

一般初中級の部 2分 1分 30秒→体重判定 1分

一般上級の部 2分 2分→体重判定 2分

ヘッドギア スネ 拳 金 的 ヒザ

幼年の部 ○ ○ ○ ○ (女子△) △

小学・中学生の部 〇 〇 ○ ○ (女子△ ) 小学△ 中学○

高校生・ マスターズの部 △ ○ ○ ○ ○

一般女子の部 △ 〇 ○ △ ○

一般初・中級の部 △ ○ ○ ○ △

一般上級の部 × × × ○ ×

※○着用義務  ×着用不可  △着用自由

※体重判定は中学生以下は3kg以上   高校生以上5kg以上

【防具】

※ヘッドギアは原則各自持参してください。面なしヘッドギア

用意できない人はこちらで貸与します。
ヘッドギアでマスクを装着 面がある場合は外す。

※一般・高校以上もマスク着用

ヘッドギア(任意)は面なし・面なしのヘッドギアのみ貸与します。

どのクラスもマスク着用が任意 となる場合 もあ り得ますのでご承知下 さい。

※スネは布製、拳 も布製 とします。グロープは不可 ※女子の胸カップは胸部のみを守るの

が可  ※選手は呼び出されてもいないときは失格 となります。

※申込体重と 5 kg以上超過の場合は失格 となります。

※判定に対する抗議は一切認めません。



型試合～ 指定型 ・ 選択型一覧

年齢区分 白～オ レンジ 青～黄 緑～黒

幼年～小 2

1回戦指定型
太極 I・ Ⅲ・平安 I 平安 I・ ■・Ⅲ 平安Ⅱ・Ⅲ

2回戦以降選択 太極Ⅲ・平安 I 平安 Ⅱ・Ⅲ 平安Ц・皿

/1ヽ 3～ /Jヽ 6

1回戦指定型
太極Ⅲ・平安 I 平安 Ⅱ・Ⅲ 平安Ⅱ・Ⅲ

2回戦以降選択 太極Ⅲ・ 平安 I 平安 Π‐Ⅲ ‐撃砕大
平安Ц～V

撃砕大・′1ヽ 突きの型

中学の部

1回戦指定型
太極Ⅲ・平安 I 平安 I・ I・ Ⅲ 平安Ⅲ・Ⅳ oV

2回戦以降選択 太極Ⅲ・ 平安 I
平安Ⅱ～V

撃砕大・4ヽ 突きの型 より

一般の部 (高校生以上)

マスターズの部C48才以D
l回戦指定型

太極Ⅲ・平安 I 平安Ⅱ・Ⅲ 平安Ⅲ・Ⅳ・ V

2回戦以降選択
太極Ⅲ

平安 IoΠ より

平安Ⅱ～V 最破 安三 突きの型

撃砕大・小  十人 臥龍 征遠鎮

観空 五十四歩より

※クラスにより 1・ 2回戦 指定型になる場合あ ります ※決勝は自由型

【指定型】  白帯は太極 IoⅢ  オレンジ帯は太極Ⅲ。平安 I  青帯は平安 I・ Ⅱ

黄帯は平安Ⅱ・Ⅲ  緑・茶・黒帯は平安Ⅲ・Ⅳ・V(小 6以下は平安Ⅱ・Ⅲ)

【型クラス名】

① 幼年～小2(白～オレンジ帯)の部   ②小3～小6(白～オレンジ帯)の部

③ 幼年～小2(青～黄・緑帯)の部    ④小3～小6(青～黄・緑～茶帯)の部

⑤中学の部   ⑥マスターズの部(48才以上) ⑦一般初中級(緑帯迄)の部

③一般上級(茶・黒帯)の部

※参加人数によリクラス変更があ ります。

【型 判定基準】

正確 さ 技の順序 力強さ 力の強弱  速 さ 技の緩急 気合 立ち方 目線

姿勢 重心 方向  バランス  回転・転身移動  跳躍力 息の調節  息吹


