
先生各位

令和 4年 6月 吉日

日本伝空手道陪勧流 祐心会

会長 舟越 祐治

大会実行委員長 蟹江 博之

「第 23回中日本空手道大会」開催のご案内

謹啓

盛夏の候、諸先生方におかれましては時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。平素は祐心会の活動に

格別のご理解とご協力賜 り厚く御礼申し上げます。

さて、本年も下記要綱にて 「中日本空手道大会」を開催させて頂く運びとなりました。これまで 23回を数え

ることが出来るのも、諸先生方の多大なるご協力・ご厚情の賜物 と感謝に尽きません。重ねて御礼申し上げま

す。

また、『型』部門につきましても、前回大会同様、『個人型』『団体型』とし、クラス毎に入賞を競 うもの

と致します。

つきましては誠に恐縮ではございますが、例年に違わず本年も諸先生方のご協力を賜 りたく、ご案内かたが

た多数の選手派遣 。ご参加を頂きたくお願い申し上げます。

謹白

記
【日時】 令和4年 10月 16日  日曜日

受付開始 :AM9:00～
【場所】 一官市木曽川体育館

一官市木曽川町大字門間字沼間35番地 Ъ058686-6600

【競技形式】『組手』頭部防具着用フルコンタクト方式による60ク ラス別

トーナメント方式

『型』指定形なし 男女混合・5ク ラス (幼児～小学 3年生
。小学 4年～小学 6年 。中学生 。高校生以上・3名 団体型)

演武採′点方式+上位 2名 による決勝対戦方式

※出場選手の多いクラスは昨年同様、決勝 トーナメント方式を

採用いたします。 (尚 、決勝 トーナメントに限りましては、

同じ型は減点の対象になりますのでご注意ください。)

【参加費用】『組手』幼児～中学まで ルーキー・ レギュラ ¥4, 500
チャンピオンクラス ¥5, 000

局校生以上             ¥5, 500
『型』 団体型 (1団体 3名 )       ¥4, 500

個人型のみクラス (シンク
゛
ルエントリー)   ¥3, 500

個人型・組手クラス (夕

゛
フ1゙71ン トリー)  ¥3, 000

+『組手』参加費用※参加費用には、記念品 。大会保険代が含まれています。

参加申し込みにあたりましては、クラス別け一覧を配布し、申込書に出場クラスを明記の上、

会派内にて取りまとめ願います

【申込締切】令和4年 8月 10日 水曜日必着

申込先   〒4940003 -宮市三条字北平 46-10   TEL 0586-61-6766

祐治

中国新聞社

日本伝空手道陪勧流 祐心会 会長  舟越

後援 :愛知県 愛知県教育委員会 一官市 一宮市教育委員会

以 上



第23回 中日本空手道大会 要項
【開 催 日 日寺】 令和4年 10月 16日 (日 )

AM9:00開場 受付開始 (開会式は行いません)試合開始AM9:30～

お楽 しみ

抽選会あリ
『組手』頭部防具着用フリレコンタク ト方式による60クラ ・ ル 〕″バ

0和牛ステーキ等
『型』 指定形なし 男女混合 05クラス (幼児～小学3年生

・小学4年～小学6年・中学生・高校生以上 03名団体

【 防 具 】

一般社団法人 日本伝空手道陪勘流祐心会

『組手』 トーナメン ト方式 JK」 Oルールにに準じます。ルーキクラス上段蹴 りなし
※チヤンピオンクラスの中学生以上 上段膝蹴 りあり

『型』 演武採点方式 十上位2名 による決勝対戦方式
※出場選手の多いクラスは昨年同様、決勝 トーナメン ト方式を
採用いたします。 (尚、決勝 トーナメン トに限りましては、
同じ型は減点の対象にな りますのでご

｀
注意ください。)

フアールカップ必須
サポーター類は布製
高校生以上はJK」O公認のパンチンググローブも使用OK
(その他のメーカーは不可×、クッション性能が低下したもの不可 X)
心臓震盪予防のチェス トガードの使用も認める。

・男子 丁シャツを着用しての試合は禁止 (ただし、本部席 (責任者が認めた場合は可)

・テービング禁止 (ただし、本部席 (責任者が認めた場合は可)

『組手』幼児～中学まで ルーキー 0レギュラー ¥4′ 500
チヤンピオンクラス          ¥5′ 000
高校生以上              ¥5′ 500

『型』 団体型 (1団体 3名)        ¥4′ 500
個人型のみクラス(シンク

゛
ルエントリー)    ¥3′ 500

個人型 。組手クラス(夕

゛
フ
゛
ルエントリー)   ¥3′ 000

※参加費用には、ノくンフレット・記念品・大会保険費用が含まれています。
免責事項 :試合中の負傷、または事故が生じた場合、主催者は応急処置を行うが、
その後の治療
。補償に関してはスポーッ安全保険。大会保険を適用し、その責を負わない。

令和 4年8月 10日 水曜 日必着

【注 意 事 項 】

【参 加 費 】

【開 催 場 所 】

【開 催 種 目 】

【 主 催

【 ル  ー ル

【申 込 締 切 】

【申 込 先 】

【 後 援 】

一宮市木曽川体育館
一宮市木曽川町大字門間字沼間35番地 ■L0586-86-6600

丁494-0003 -宮市三条字北平46-10   丁EL 0586-61-6766
-般社団法人 日本伝空手道陪勘流祐心会  会長 舟越 祐治

愛知県 愛知県教育委員会 一宮市 ―宮市教育委員会 中日新聞社



剖巳ヨ
「

 第23回中日本空手道大会 参カロ申込書

※出場クラスの人数によつて混合する場合がございます。

1 小学1年男子 2 小学1年女子 3 小学2年男子 4 小学2年女子 5 小学3年男子

6 小学3年女子 7 小学4年 男子 8 小学4年女子 9 小学5年男子 小学5年女子

小学6年男子 小学6年女子

幼児男子 幼児女子 小学1年男子 小学1年女子 小学2年男子

小学2年女子 小学3年男子 小学3年女子 小学4年男子 小学4年女子

小学5年男子 小学5年女子 小学6年男子 小学6年女子 中学1年男子

中学1年女子 中学2年 男子 中学2年女子 中学3年男子 中学3年女子

高校男子 一般女子 一般男子

幼児男子 幼児女子 小学1年 男子 小学1年女子 小学2年男子

小学2年女子 小学3年男子 小学3年女子 小学4年男子 小学4年女子

小学5年男子 小学5年女子 小学6年男子 小学6年女子 中学1年 男子

中学1年女子 中学2年 男子 中学2年女子 中学3年男子 中学3年女子

高校男子 一般女子 一般男子

一般女子 一般男子

過去2年の入賞歴をご記入下さい。

上記の出場クラスの番号をど
｀
記入下さい。

⇒

組手以外にも出場する場合レ点を入れてください。
No′

     | ~ □個人型   □団体型

ふりがな

男 。女

選手氏名

住 所 一丁

緊急連絡先 a 保護者名

年齢 歳 学年
年

身長 Cm 体重

級 。段位 級・段 修行年数 年

団体名 支部名

轟

=■
■|=菫彗墓



個人型 第23回中日本空手道大会 参加申込書

※出場クラスの人数によつてクラス分けする場合がございます。

幼児～小3 初級 ′卜4～ 4ヽ6 中級 中学生 中級 高校生・一般 中級

幼児～小3 中級 小4～小6 上級 高校生・一般 上級

|        (参 考例)

1 初級   普及初段 各道場の基本型

1 中級   撃砕～征遠鎮 平安初段～五段

1 上級   自由

上記の出場クラスの番号をご記入下さい。    ⇒ No′

にも出場する場合レ点を入れてください。

□組手   □団体型

ふりがな

男・女
選手氏名

住所 一Ｔ

緊急連絡先 a 保護者名

年齢 歳 学年
年少 。年中 。年長

小学 。中学・高校    年

級 。段位 級 。段 修行年数 年

団体名 支音「名

個人型クラス

3

4 6 中学生 上級 8



団体型 第23回中日本空手道大会 参カロ申込書

※出場クラスの人数によつてクラス分けする場合がございます。

小学生 初級 中学生 中級 高校生・一般 中級

小学生 中級 中学生 上級 高校生・一般 上級

小学生 上級

(参考例)

初級   普及初段 各道場の基本型
中級   撃砕～征遠鎮 平安初段～五段

上級   自由

上記の出場クラスの番号をご記入下さい。 No′

団体名

ふりがな

男・女
選手氏名

年齢 歳 学年
年少・年中・年長
」ヽ学 。中学・高校    年

級・段位 級・段 修行年数 年

ヨ体翼以外にも嘉場する場合レ点を入れてください.

I織手 I置人型

ふりがな

男・女
選手氏名

年齢 歳 学年
羊少・年中 。年長
」ヽ学・中学・高校    年

級 。段位 級・段 修行年数 年

菫体型以外にも機蟻する構含 レ点を入れて ください

垂絶手   書額人重

ふりがな

男・女
選手氏名

年齢 歳 学年
年少・年中・年長
」ヽ学・中学・高校    年

級 。段位 級・段 修行年数 年

外にも瘍疇する壌合 ン点を入れて ください。

毒鮮    曇個人型

:

l

l

1

:

:

:

l

l

:


