
∬ xRA rf 重 ん ι ご″猥聴 賢五 T∫ θⅣ
"σ

4/7

古屋大会 20

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げますじ平素は格別のご高配を賜り、厚く

御ネL申 し上げます。

さて、このたび令和 5年 3月 5日 (日 )愛知県武道館にて

だ五RA rガ 五五z σENERArJON σび銘 古屋大会2023を開催いたし

ます。

つきまして、ご多瞳中のところ誠に恐縮に存じますが、万障お繰り合わせの上、多数の選

手のご参加・ご協力の程お願いいたします。下記の通りご案内いたしておりますので、ご

確認卜 読の上、ご賛同いただければ幸いです。

現在新型コロナウィルスによる感染状況が続く中ではございますが、全真会館としまして

は、協議の結果、現状の感染状況を踏まえ2022年度の大会イベントを予定通り開催する

方向性ですすめております。なお開催に関しましては感染拡大防止策をとりながら慎重に

すすめてまいります。なお国または行政機関の要請により施設利用が不可の場合や開催が

難しい場合等、やむなく中止になる場合もございます。ご理解頂きます様宜しくお脚 致ヽ

します。

敬具

記
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名古屋大会2023ご案内は、全真会館大会公式サイトよリダウンロードできます。
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古屋大会 2022

1.主催 :全真空手道連盟 全真会館 大会実行委員会

2.蘭催 日時

①大会 :令和5年 3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、参加人数により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、付き添い入場規制、セコンド規制する場合あり。

3.会場

愛知県武道館 (試合場 :柔道場 控室及び受付 :剣道場)

愛知県名古屋市港区丸池町 1-1-4 餞052(654)8541

4.参加費

0大会 : 一般・ジュニア共に6, 000円 (保険代込)

※大会出場にあたり感染予防承諾書提出となります。(後 日発表)

※申し込み後、参加費の返金は試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 2月 6日 (月 )必着です。墨金書貿長て諸飾遮風盗単位
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6.申 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

Bmail:rsk.takahara.dojoOgmail.com

7.試合形式 (ト ーナメン ト方式。人数によリワンマッチになる場合あり。)

※新型コロナウィ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フェイスシー

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・マスターズはマスク着用で試合を行います。  |
0幼年から中学生までの男女による全真会館フルコンタクト空手ルール

※ルールはリアルチャンピオンシップルールに準じます。

(つかみ 。ひつかけ無。上段膝蹴り無 膝蹴りはボディのみ有効)

●一般 。マスターズクラスのルールは 2種類です。

A:全真GK(掴みあリカラテ)ルール I片手による一瞬の掴みまたは、ひっかけあり。】

(上段膝動 は一般男子上級のみ。)

B:全真FK(アルコンタクトカラテ)ルール 【掴み、ひつかけ無し。1

(上段朦朧 りは一般男子上級のみ。)

8.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

^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)

9.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。

③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

③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、ォャレンジクラス欝当のクラスで入賞実績

のない選手

⑬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、中級クラスで入貰実績の無い選手。

③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 け上ンピオンクラる担当のクラス)で入賞実績のない選手

⑬上級クラス 幼年から中学生までの男女

②マスターズの部 (年齢別 【35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llE】 )

鬱マスターズ初iSt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。

0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

機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 体重男1【 55キ ロ以下 `55キ ロ超 1)

。男子 (高校生以上 体重別 【75キロ以下 。75キロ超1)

●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

⑬一般中級クラス

(出場規定)2級まで

0-般初級クラス (ヘッドガード任意装着)

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

少ない。

10.ルール防具規定 (別紙参照)※今大会は防具の貸し出しはありません。

11.新型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。

大会案内 。申し込み用紙は、KARATE ALL GENERAT10N CUP 公 式サイ トょ り

ダ ウンロー ドできます。LttpS:立!望 ratea‐ _lWほ siteJ● 摯/t l,■●lag昼



婦 テオールジェネレーションカップ名古屋大会2023.3.5申 込轟

ジュニアクラス用申し込み用紙
フリガナ

団体遺場名
に手名

<参加クラス> 希望するクラス、及び階級を0で囲んで下さい。(申 込み後の変更不可)

ジユ墨アの部 初心クラス

幼年 (年少年中男女混含)

小学生(    年生)(
☆申学生(1年生)男子

☆申学生(1年生)女子

幼年(年晏男女混含)

男子  "  女子 )

☆中学生 (2.3年生)男子

☆中学生(2.3年生)女子

0ジュ墨アの部 初級クラス

幼年 (年少年中男女混合) 幼年(年長男女混含)

男子  ・  女子 )

☆中学生 (2.3年生)男子

☆申学生 (2.3年生)女手

小学生 ( 年生)(
☆中学生(1年生)男子

☆中学生(1年壼)女子

艤ジュ塁アの都 中畿クラス

幼年 (男女混含)

理ヽ学生 ( 年菫 )

☆中学生(1年生)男子

☆中学生(1年生)女子

男子  櫻  女子 )

☆中学生(2.3年生)男子

☆中学生(2.3年生)女手

ジュ量アの都 申上畿クラス

幼年 (男女鸞含)

小学生(    年生)(男 子  口  女子 )

☆中学生(1年生)男子 047罐未繭 口47kg以上 ☆中学生(2.3年生)男子。53kgX繭 0 53kg以上

☆中学生(1年生)女子 0嬌5贈未艤 0 45kg以上 ☆中学生(2.3年生)女子0 50kg未艤・ 50kg以上

ジュ轟アの部 上畿クラス

幼年 (男女混含)

小学生(    年生)(男 子  働  安子 )

☆申学生(1年生)男子 0 47kgn繭 0導 7kg以上 ☆中学生(2.3年生)男子0 53kgt艤 053電以上

☆中学生(1年生)女子 。45聰未満 0 45kg以上 ☆中学生(2.3年生)女子。50贈未満 0 50kg以上

違籍先 菫年月圏  年  月  日(  )議 男 ・ 女

自宅饉 最晨 C朧 キヤリア     年

携帯炒 体菫     瞳 1少年 段/畿    段口畿

緊急先饉 ―鰻 段/畿    段口畿

爾饉所 〒

『
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風口〕:首を』城躙;名

釉儀警儡 ③

燿繹先鰤轟蟹号

饉  所

※騨し込み締め切り爾  令和5筆2月 6爾 (月 )

奎癸会鑢 申部本部 (〒 460囀0詢 儘書鷺市申国大震2-10-導5-2F)必詈

※大会に議鰈する際の警約を下籠の燿りしヽだします。

大会の結果に関して、主催者に一任し、一場の奥艤を申し立てをいたしません。また、大会中に起きた量艤、事故

トラブルに関してその鷺儀を主催構口関係量に求めません。また申込癬記轍事項に壼機の範載1まありません。

は季氏儡           中

傑核量鼠轟 申(に手素成年の聰合のみ)



カラテ才―ルが量ネレーシ菫ンカップ轟奮に大会2o23.3.5倅 込隧

―畿錮マスターズクラス寧し込み爾織
フリガナ

団体遺鰈名
貪手名

<参加婚 ス> 篇菫す謗 ス、及ぴ階級を③で囲んで礎 い。(嘩 込み後の変蔓不電)

※菫穐爵書の鷺向により滲弯蜘人数力亀亀のは合ヮンマッチ、または合弁は無差男Jに変要する鰈合もあります^

(―畿:マ鰺 ――ズクラスは滲加勒 000円で、ルFルA/8ダブル
=ントリT爾能です。)

A:全菫GK(橿みあリカラテ)ルール【片手による一機の糧みまたIま、ひっかけおり。1上殿鰺麟り1ま一般舅手上議のみ
^

1、 ―畿男子(初畿g中畿0上・12)175キ園以下口75キ闘超薇

2、 一般女手徽 畿“中畿鐘 級)【55キ国以下苺55キ園趨】

3、 マスターズ男子(初級鋼中畿"上畿)【 35-39・ 40-49鬱 50-59口 60轟以上X75キ国以下腱75キ爾超】

4、 マスターズ女子(初織口中級8上級)【 35-39電 40-49口 50-59腱 60議以上X55キ園以下355キ回超番

8:奎RFK(フル爾ン炒 隣 テ)ル・―ル【彊み、ひっかけ無し。う上段籐miま―畿男子上級のみ。

1、 一般男子(初級ヨ中級口上級)【 75キ国以下“75キ圏超】

2、 一般女子(初級目申級。上級)【55キ国以下鶴55キ回超】

3、 マスターズ男子(初畿ヨ申畿口上級)【35-39・ 40-49850-59960議以上X75キ闘以下目75キ囲超】

4、 マスターズ女子(初級口申級"上級)【 35-39"40-49疇 50-59860議 以上X55キ熙以下055キ圏超】

連絡先 生年月日  年  月  目(  )議 男 越女

自宅務 身長     cm iキ ヤリア    年

携帯畿 体菫     kg i少 年 殿/級    段口級

緊急先籠 一般 段/織    段暉畿

現住所 〒

男子で身体の修・タトウがありTシヤツの藩用を申講する方のみ難入( 申議する  申請しない )
所属団体菫遭場名

賣儀者名 ③

連絡先電話機号

住  所

※申し込み締め切り日  令和5年2月 6日 (月 )

全真会館 申部本部 (〒460-0011名 宙屋市中区大須2-10-45-2F)必署

※大会に出場する際の誓約を下記の通りいたします。     `

大会の結果に関して、主催者に一任し、一切の異議を申し立てをいたしません。また、大会中に起きた負傷、事故

トラブルに関してその責任を主催者"関係者に求めません。また申込書記載事項に虚偽の記載はありません。

選手氏名           印

保護者氏名 印(選手未成年の場合のみ)


