令和三年 2 月 8 日
関係者各位様

（極真拳武會 国際大会（未定）選抜大会）

第五回 国際空手道選手権大会
The 5ｔｈ International Karate championship
大会募集要項

新春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、２０２１年の４月２９日（木・祝）に極真拳武會主催として、
「第五回 国際空手道選手権大会」を開催する運
びとなりましたので、ご案内を申し上げます。
貴道場におかれましては恐縮ではございますが、出場選手を募っていただき、何卒ご協力をお願い申し上げます。
また審判員のご協力にもご尽力いただけましたら幸いです。重ねてお願い申し上げます。

１、開催日

2021 年 4 月 29 日（木・祝）

２、時間

開場：ＡＭ１０：００

選手受付：ＡＭ１０：１０

開会式：ＡＭ１１：００

試合開始：ＡＭ１１：３０

３、会場

大田区大森スポーツセンター競技場（メインアリーナ）
〒136-0081 東京都大田区大森本町 2-2-5

４、出場クラス クラス区分は出場申込書に記載しています。

５、申込方法

別紙大会申し込みの流れを参照ください。
各団体・各道場で一括して郵送をお願いします。

７、郵送先

極真拳武會 城南品川支部 大井町道場（大会事務局）
140-0014
東京都品川区大井 4-1-2 3F
Tel.03-3771-7121／Fax.03-6809-9315

８、申込締切

エントリーファイルの送信を 2021 年 3 月 15 日（月）大会事務局必着でお願いします。

９、試合方法

極真武道空手連盟 組手試合規則に準じます。

１０、重要事項
１、今大会は２０２１年開催予定の国際大会（開催地、開催日未定）の選抜を兼ねています。
（国際ジュニ
アユースクラス８～９才以上のクラス）
２、国際大会の選抜は以下の通りになります。
８名以上のトーナメント優勝、準優勝 ７名以下のトーナメント優勝者のみ

大会申し込みの流れ
１． メール添付ファイル、もしくは郵送にて送付した案内兼申込書を各支部、各道場でプリントアウトして道場生へ配布をお願い
いたします。（恐れ入りますが必要数をコピーしてください。）

２． 参加選手は所属する道場へ費用を添えて申込書を提出。

３． 3 月 15 日（火）までに各支部、各道場で参加選手の情報を添付の Excel ファイル「2021 選手エントリーファイル」に入力して、

sunamuraallstars@gmail.com

まで返信をお願いいたします。

件名：2021 国際空手道選手権大会 （団体名/支部名）にてお願いいたします。

※申込用紙原本は大会担当の城南品川支部に郵送をお願いいたします。

４． 3 月 15 日（火）までに、
参加費×人数分を以下の口座までお振込願います。

川崎信用金庫 住吉支店
住吉支店 普通 3014153
一般社団法人極真武道空手連盟極真拳武會 代表理事 金子雅弘

5. 審判協力を合わせてお願い申し上げます。

添付の審判申請書に入力して sunamuraallstars@gmail.com まで合わせて返信をお願いいたします。

※出場選手データーの入力ミスをなくすため、
申込用紙と Excel データー両方での申込を必ずお願い申し上げます。

不明な点がありましたら、大会担当の金子までご連絡ください。

大会事務担当：金子 ０９０－８８７０－９１２４

※「選手エントリーファイル」は極真拳武會ホームページもしくは大会ブログ一 Facebook
ページよりダウンロードください。

第五回 国際空手道選手権大会 /募集要項
The 5ｔｈ International Karate championship
主 催：一般社団法人 極真武道空手連盟 極真拳武會
日 時：令和 3 年 4 月 29 日（木・祝）
場 所：大森スポーツセンター競技場（メインアリーナ） ※受付は各コートで行います。
時 間： 開場 ＡＭ１０:００

受付開始 ＡＭ１０:１０

参加費： 新人戦の部 ６０００円

開会式 ＡＭ１１：００

国際クラス ７０００円

締切り：３月１５日（月）大会事務局必着 申込み必要書類：各支部、各団体で一括してご提出ください。

新人戦の部（地区大会優勝、又は全国大会等大きな試合で入賞している選手は出場できません。）

a

幼年の部（男女混合）

b

小学１年男子（９級以下）

c

d

小学２年男子（８級以下）

e

小学２年女子（８級以下）

f

g

小学３年男子重量級（７級以下＋30kg）

h

小学３年女子軽量級（７級以下－30kg）

i

小学１年女子（９級以下）
小学３年男子軽量級（７級以下－30kg）
小学３年女子重量級（７級以下＋30kg）

j

小学４年男子軽量級（６級以下－33kg）

k

小学４年男子重量級（６級以下＋33kg）

l

小学４年女子軽量級（６級以下－33kg）

m

小学４年女子重量級（６級以下＋33kg）

n

小学５年男子軽量級（５級以下－35kg）

o

小学５年男子重量級（５級以下＋35kg）

p

小学５年女子軽量級（５級以下－35kg）

q

小学５年女子重量級（５級以下＋35kg）

r

小学６年男子軽量級（５級以下－40kg）

s

小学６年男子重量級（５級以下＋40kg）

t

小学６年女子軽量級（５級以下－40kg）

u

小学６年女子重量級（５級以下＋40kg）

国際クラス（４月 2 日時の年齢での申込になります。８～９才以上のクラスは国際大会選考クラス）
１

４～５才 男女混合

２

６～７才 男子の部

３

６～７才 女子の部

４

８～９才 男子の部 －２５kg

５

８～９才 男子の部 －３０kg

６

８～９才 男子の部 ＋３０kg

７

８～９才 女子の部 －３０kg

８

８～９才 女子の部 ＋３０kg

９

１０～１１才 男子 －３５kg

１０ １０～１１才 男子 －４５kg

１１ １０～１１才 男子 ＋４５kg

１２ １０～１１才 女子 －３５kg

１３ １０～１１才 女子 －４５kg

１４ １０～１１才 女子 ＋４５kg

１５ １２～１３才 男子 －４０kg

１６ １２～１３才 男子 －５０kg

１７ １２～１３才 男子 ＋５０kg

１８ １２～１３才 女子 －４０kg

１９ １２～１３才 女子 －５０kg

２０ １２～１３才 女子 ＋５０kg

２１ １４～１５才 男子 －５０kg

２２ １４～１５才 男子 －６０kg

２３ １４～１５才 男子 ＋６０kg

２４ １４～１５才 女子 －４５kg

２５ １４～１５才 女子 －５５kg

２６ １４～１５才 女子 ＋５５kg

２７ １６～１７才 男子 －５５kg

２８ １６～１７才 男子 －６５kg

２９ １６～１７才 男子 ＋６５kg

３０ １６～１７才 女子 －５０kg

３１ １６～１７才 女子 －５５kg

３２ １６～１７才 女子 ＋５５kg

３３ オーバーAge 高校生以上 男子－６５kg

３４ オーバーAge 高校生以上 男子－７５kg

３５ オーバーAge 高校生以上 男子＋７５kg

３６ オーバーAge 高校生以上 女子－５０kg

３７ オーバーAge 高校生以上 女子－５５kg

３８ オーバーAge 高校生以上 女子＋５５kg

※出場申込書の学年は新学年、年齢は４月２日 時点での年齢をご記入ください。
※出場申込書の段級位は ３月１５日現在の段級位を記入し、大会当日はその帯を締めて下さい。
※オーバーAGE クラスは高校生以上が出場可能です。

今大会は２０２１
今大会は２０２１年開催
２１年開催予定
年開催予定の
予定の国際大会（仮称）の選抜を兼ねています。（８～９才以上のクラス）
国際大会（仮称）の選抜を兼ねています。（８～９才以上のクラス）

●試合時間

本戦 → 延長戦 → マスト判定

クラス

本戦

延長（マスト）
延長（マスト）

新人戦の部 幼年～２年

１分

１分

新人戦の部 ３年～６年

１分３０秒

１分

国際

４～５才

１分

１分

国際

６～７才

１分３０秒

１分

国際

８～９才

１分３０秒

１分３０秒
１分３０秒

国際

１０～１１才

１分３０秒

１分３０秒
１分３０秒

国際

１２～１３才

１分３０秒

１分３０秒
１分３０秒

国際

１４～１５才

１分３０秒

１分３０秒
１分３０秒

国際

１６～１７才

２分

２分

２分

２分

オーバー Age 高校生以上

備考

※男子は準決勝から本戦 3 分

指定

チェストサポーター

（男子・女子）

マウスピース

ファールカップ

（男子）

ヒザサポーター

すねサポーター

拳サポーター

ヘッドギア

面あり

(
)

新人の部：幼年～２年 国際４才～７才

○

○

○

△

○

△

△

新人の部：３年～６年 国際８才～１５才

○

○

○

○

○

△

女子○ 男子△

国際１６才～１７才

〇（面無し）

〇

〇

〇

〇

△

女子○ 男子△

オーバー Age 高校生以上 男子

×

×

×

×

〇

△

×

オーバー Age 高校生以上 女子

×

×

〇

×

△

△

〇

準備

個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

※今⼤会は全試合延⻑ 1 回マスト判定となります。

★着用するもの
★着用する

○着用する △任意で着用 ×着用しない

※ヘッドギア等、防具類の貸し出しは致しません。
※各自、ヘッドガード内側（口元）にインナーシールドの装着を義務付けとします。
※細工した防具の使用や義務防具を装着していない場合は失格となります。
※防具については、選手係がチェックを行います。 ※空手道着は、肘が隠れるものを着用して下さい。

●体育館へのご案内
駐車場は駐車台数に限りがあり、かなり混雑することが予想されます。出来るだけ公共交通機関にてご来館ください。
駐車に関するトラブルは大会本部では一切受付けません。

●その他
・７名以下のクラスは３位決定戦を行い、入賞は３名となります。３名以下のクラスは優勝者のみの表彰となります。
・試合場（アリーナ内）での応援は禁止致します。観覧席からの応援をしてください。
・選手への応援はとても良い事ですが、相手選手を威嚇するような発言や態度等、下品な応援は絶対に止めて下さい。
・サポーター類の細工や虚偽の申請が発覚したら入賞した場合でも取り消しにします。

第五回 国際空手道選手権大会申込書
大会実行委員長殿
私は今大会のルール及びに規則を遵守し、正々堂々と試合することを誓います。
また、今大会における勝敗の判定に対して主催者の指定された審判員に委ね、一切の異議を申し立てないこと、大会の実
施要項等を理解・承諾して、試合におけるいかなる事故（負傷・後遺症・死亡）が生じても主催者に対し責任を追及しな
いことをこの書面にて誓約いたします。
本大会への出場に関して、自己の責任において出場するものとし、これによって生じた傷害、損害、損失等について、大
会の主催者、開催会場、本大会の関係者に対して訴訟しないことを誓約し署名します。

２０２１年

月

日
（未成年のみ）
印
○

ˊ

ㄇ ㄧㄥ

出場選手氏名

印
○

保護者氏名

フリガナ

生年月日
男 ／ 女

年

月

日生

選手氏名
（

〒

歳）

携帯

－

－

自宅

－

－

住 所
身長

㎝

体重

㎏

級・段位

級・段

修行年数

年

所属支部・団体名
道場
出場クラス番号
クラス番号（

）クラス名

の部

過去一年の入賞歴

所属団体（道場）
〒

-

団体所在地
TEL

-

-

責任者氏名

印
○

※申込後に昇級された場合も、申込時の帯を着用して参加下さい。
※大会当日の計量で出場クラス規定の体重を越えている場合は失格となります。
※計量時に空手衣ズボンとＴシャツを着用して計測。（測定体重から－１ｋｇを記録体重とします。）
※申し込み後に納入された申込金はいかなる事情でも返金致しかねます。ご了承ください。

４月２日時の年齢、新学年での申込になります。提出する前に、必ず学年に出場クラ
スの確認を行ってください。クラス間違いの出場は認められません。

大会規定防具ガイド
拳サポーター

イサミ製 品番 L－３６５ Ｌ－３０５８
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。）
（ナックル部分が劣化して薄い物、著しく傷んでいる物は禁止）
JKJO 指定防具の拳サポーターも可

スネサポーター

イサミ製 品番Ｌ－２２７ 品番Ｌ－２８９
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可

ヒザサポーター

イサミ製 品番Ｌ-１２２Ｉ

商品名 ローキックサポーター

イサミ製 品番Ｌ-１２０

商品名 ニーキャップガード

イサミ製 品番Ｌ-１１０３ 商品名 ニーガード
もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可
金的ファールカップ

イサミ製 品番Ｌ６７２

商品名 金的サポーター

もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。）
金属製カップは使用不可
ヘッドガード

イサミ製 品番ＴＴ-２５ かＣＫＷ-１０
もしくは上記製品に準じた物
（色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可
プラスチック面も可とします。
※各自面がね内側にインナーシールドの装着義務付けとなります。

チェストサポーター

BB-SPORTS 製 品番 2JCHS
もしくは イサミ製 インナーチェスト 品番 L-8303
みぞおち部分を保護するものは不可

女子選手はｲｻﾐ製の胸ｶﾞｰﾄﾞ（TT-28）を着用の場合は
チェストサポーターの着用義務はありません。
女子チェストガード
イサミ製 胸ガード 品番 ＴＴ－２８
もしくは上記製品に準じた物。
※パッドが入ったスポーツブラタイプも可

※各自ヘッドガード内側（口元）にインナーシールドの装着を義務付けとします。
★オーバーage18 才を除く

大会開催にあたり（今大会特別規定）
今大会は新型コロナウイルスの影響により、通常の大会運営を行うことが困難となっております。
今年の大会は下記の通り変更箇所等がございますので、必ずお守りください。

【新型コロナウイルス感染防止対策】
〇大会当日は必ず検温して発熱・咳・風邪などの症状がないことを確認してください。
※症状の確認される選手・同伴者は入場をお断りさせていただきます。
〇入場者は選手を含めて全員マスク着用とさせていただきます。（マスク着用の無い場合入場できません）
〇付き添いの方は常時着用、選手は試合中以外着用してください。
〇入場時に設置の消毒スプレーにて必ず手指の消毒をお願いいたします。
〇付き添いの方は入場チケット裏面に住所連絡先を明記の上で準備して当日に必ず持参してください。
〇飛沫防止のため、ヘッドガードの内側にインナーシールドの装着、 又はマスク着用で行う。
※一般上級・女子上級を除く。今大会は幼年部から壮年部までヘッドガードの装着義務とさせていただきます。

〇試合終了後の握手は行わない。
〇運営スタッフ、審判員も全員マスク及びフェイスシールドの着用
〇大会当日から２週間以内に海外渡航歴がある方の出場はご遠慮願います。
〇選手を含む入場者の方は同居中の親族、濃厚接触者等に発熱等の症状があった場合は出場をご遠慮下さい
。
〇セコンド以外の方は競技会中に大きな声で会話、応援をしないこと。
〇感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従い、参加取消しや途中退場を求
めることがあります。
〇競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し
て速やかに濃厚接触者の有無等について報告するようにお願いいたします。
※大会当日に別紙のコロナウイルス感染防止策チェックリストを提出してください。

【大会の決行・中止について】
〇大会開催にあたり新型コロナウイルスの感染拡大が危惧された場合は中止の可能性もあります。
（極真拳武會のホームページ、Facebook でお知らせいたします。）
〇大会開催までの期間に状況が変わり中止になった場合、 又は大会会場となる施設側からの中止要請が発
令した場合は参加費全額を返金させていただきます。（所属団体に後日返金）

【大会注意事項】
〇会場内、選手の付き添い（保護者同伴）は 1 人までとします。セコンドチケットをゼッケンと一緒に送付
※チケットがない方の入場は出来ません。
（ただし付き添い保護者に小学生以下の兄妹の入場は許可します。その他の例外は認められません）
〇試合は全て延長 1 回までのマスト判定といたします。
〇ヘッドガード、サポーター、赤紐は持参。（感染拡大予防の観点から貸し出しは一切行いません）
〇指定場所以外でのウォーミング、練習は絶対に禁止とします。
〇選手のセコンドは 1 名のみとします。
〇表彰式においてトロフィー授与は行わず、後日に所属団体様の方に発送となります。

上記の内容に同意した上で申し込みをお願いいたします。

感染防止策チェックリスト ※大会当日入場時に提出
★以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

〇体調に問題はありませんか？（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいますか？

問題なし

いない

問題あり

いる

□過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴又は当該
在住者との濃厚接触がありますか？

□マスクを持参してる。

ない

持参してる

ある

持参していない

（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること）

大会開催中における同意事項
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること（障がい者の誘導
や介助を行う場合を除く）

□イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと

□イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やか
に濃厚接触者の有無等について報告すること

□イベントの前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

上記内容を確認の上、遵守することに

選手氏名

住所：〒

同意する ・ 同意しない

印

所属支部・団体名

―

連絡先

出場クラス名 （

－

）

－

の部

(〇で囲んでください。)

一般部に出場する選手（男女）
一般部に出場する選手（男女）
出場希望参加者全員に PCR 検査を義務付けといたします。
検査

申し込み終了後に主催側から各自に郵送させて頂きます。

詳しい検査のやり方は申込期日終了後に選手に送ります。

検査費用はすべて主催者側で賄います。

ヘッドガードのインナーシールドについて

上記写真のような目下まで飛沫を防ぐインナーシールドを装着義務とします。

赤紐について
腰に巻く赤紐です。もしくは帯に取り付ける形でお願いいたします。※選手各自で用意をお願いいたします。

