
時   2022年  3月  6日 (日 )午前 9時  1認場

W・ K・ 0世界組手連盟

大

第 5回 J・ A・ C選抜指定大会 ～

会 要 項

午前 10時 間会式

号 PF  愛知県美浜町総合公園体育館  愛知県知多郡美浜町北方字十二谷 1-2(TEL 0569 82‐ 5200)

試合形式  輪道会公式 (JKJOに準ずる)ルール 【一般有段クラス以外は、ヘッドガー ド、ファールカップ、レッグサポーター、奉サポー

ターを必ず着用。小学女子3年生以上は、I14ガー ドの着用を認めます。(腹部まで覆うもの・硬質製は不可)小学女子 3年生以 Lrt、

アンダーガー ドを着用してください。※レング、拳サポli、 布製に限る。他 端に薄いものは不可)高校生以上は、バンチ

ンググロニブ使用可1フ ァールカンプは、~般有段クラス1)着用義務,1防具の貸し出しは ―切致しません.

レングは足の甲まで覆うt)の。※幼年・小学生のクラスは、上段ヒザ蹴 りを禁止とします.

クラス   小学生の初級クラスは クラス分けの無いオープン大会で入賞 (3位以内)し たことのある選手はエントリー出来ません.

ヒ級でお願いします。その他は、代表の先生方の判断にお任せします。

米上段壁り墨Lタ ラスは、黒壼、選手クラスで稽苦している選手、週に2時間以上稽古している選手はエントリーできません。

JAC選抜 幼年～高校生の優勝 準優勝者には、JAC出場権が与えられます。3位からの繰り上げはありません。

試合時間  一般有撃
。一般有級・壮年・一般女子 高榛生男子 本戦 2分 (マ ス トシステム)

上記以外は、本戦 1分 30秒 (マ ストシステム)上段蹴 り無しクラスは、本戦 1分 (マ ス トシステム)

※選手のセコンドは1名。各コー トと本部席付近は、選手、保護者ともに立ち入り禁上です。

参加費   IAC選 抜クラス・一般男子 :一般女子 ■壮年・有級 。有段 7, 000円  (左記以外)0, 000円 (バ ンフレット)

※お弁当はありません。各自で昼食の準備をお願いします。 ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

選手受付  当日、団体受付 午前 9時から午前 9時 50分まで

ゼンケンは、当日団体ごとにお渡しします。

体重 (未満クラス)は計量を行ないます。 (Tシ ャツ ‐空手着下衣着用で基準より500gオ ーバーで失格となります。)

賞  参カロクラスの出場人数によつて異なります。

※参カロ者の少ないクラスは、近いクラスと複合か、中止になりますのでご了承下さい。中止の場合は、後日参加費を返金致します。

注意事項  来場者lt マスクを着用をお願いしまt選 手 1名 につき付き添い 1名 でお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、間診票の提出をお願い致 します。

ヘッドガー ドは、フェイスシール ドを必、ずつけてください。赤白判別できるもので各自持参 してください。貸 し出しはしません。

スポーツ安全保険にカロ入 していない選手は参加できません.負傷等の場合は、各自の保険で対応 してください。

状況によっては、2部制 3部制になることも御座います。

申込締切  2022年  二月 16日 (日 )  事務局必着

申込用紙と参加費は、各団体ごとに現金書留にて大会事務局までお送り下さい.

一旦 lll入 された参カロ費は、いかなる理 fLが あろうと返金致 しませんのでご了承下さい。

※ウイルス篭 :こ よる行政指導や天災地変により開催中止となる場合 Dさ御座います。 この場合,大会 20日 前まで 8筈 |、

大会 19日 前以降は半額を各団体に返金致 します。

中込先 佐藤道場 事務局

〒491-0077 愛知県―宮市枠秋町 3-4シ ャ トレ愛松 502
TEL 0586-71-8735  FAX 0586-64-5961

※出場選手の肖像権は主催者に帰属します。選手の映像や画像 (氏 名等)tt、 ホームベージ等に使用することがあることをご了承下さい。

入



29回 輪道会オープン空手道選手権大会 参加申し込み

私は、本大会ルールに従い、正々堂々と戦 うことをここに誓います。

尚、試合中の事故傷害に就いての責イモは当人にあるものと了解承諾致 します。
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身長・体重

空手歴 cn,

空手歴

年  ヶ月

級位   級

段位   段

大会入賞歴

最近の入賞歴を必ず .・ 入 して ドさい。 トーナメン トPIの 参考にします。

※イとフルエンザ等による行政指導や天災地変により開催中止とをる鯵全が御座ぃます。この場全、大全 20日 前まで8害 1、

大会 19日 前以降は半額を各団体に返金致します.

※出場選手の肖像権は主催者に帰属します。選手の映像や画像 (氏名等)は、ホームページ等に使用することがあることをごr承下さい.

参加 クラス (○印で囲んでください。学年は、現在の学年です。記入間違いは失格 とな ります。)

上段蹴 り無 し

(6,000円 )

〇年少年 中男女 混 合

03年生 男子

03 4年 生女子

〇年長男女混合

04年生男子

05・ 6年生女子

01年生 男子

05・ 6年生男子

02年生男子

01・ 2年生女子

初級

(6,000円 )

○幼年男女混合

04年生男子

02年生女子

06年生女子

01年 生男子

05年生男子

03年生女 子

○ 中学生男子

02年生男子

06年生男子

04年 生女子

○ 中学生女子

03年 生男子

Ol年 生女子

05年生女子

JA・ C選抜 (上級 )

(7,000円 )

○幼年 男女混合    01年 生男子     02年 生男子     03年 生男子

04年生男子     05年 生男子     06年 生男子     01年 生女子

02年生女子     03年 生女 子     04年 生女子     05年 生女子

06年 生女子      O中 学生男子50キ ,未満  ○中学生男子50・ .以上  ○中学生女子47・ .未満

○中学生女子47キ .以 上  O高 校生男子60キ .未満  ○高校生男子60キ .以 上  ○高校生女子52・ 。未満

O高校生女子52・ .以 上

一般

(7,000円 )

〇一般男子有級 62オ .未満  ○一般男子有級72ち未満  ○一般男子有級 72キ .以上

○壮年男子有級40才 以上 ○壮年男子有段40才以上  ○一般女子

〇一般男子有段 65・ .未満  ○一般男子有段 75キ ,未満  ○一般男子有段 75キ ,以 上

※試合当日に体重がオーバーしていた場合は失格となりますので注意して下さい。参加人数が少ない場合は、無差別で行います。


