
■申込、振込締め切り： ₴ 大会事務局必着

■各階級防具着用規定
ヘッドギア 拳サポ スネサポ 膝サポ ファールカップ チェストガード

幼年・小・中学生の部 ○ ○ ○ ○（小３以上） ○（女子自由） 小学自由 

中学女子 ○ ○ ○ ○ ○（レディース） ○ 

高校生の部 ○ ○ ○ ○ ○ 

女子セーフティー（高校生以上） ○ ○ ○ ○ ○（レディース） ○ 

女子フルコンタクト（高校生以上） ○ ○ ○（レディース） ○ 

一般初級・シニアの部 〇 〇 ○ 自由 ○ 

一般中級・一般上級 ○ 

■開催日： ₴  開場：午前９：００

●試合開始～閉会式  １０：００ー１７：００

■参加料：□一般 (19歳以上）8,000円 □ 高校生以下(18歳以下) 6,000円
□幼年（6歳以下）4,000円

 （パンフレット・記念品・保険料込み） 

■入場料：入場リストバンド  1,000円 ( 当 日 券 有 ） 高 校 生 以下無料 

静岡県空手道選手権大会 

■申込方法：別紙参加申込、団体申込を記入の上、各支部団体ごとにまとめて事務局へ郵送

大会概要、参加選手募集要項 

■出場資格：1:静岡県居住者（静岡県に住民票を持っている者、もしくは靜岡県を本籍地としている者）

 2:全世界空手道連盟新極真会アジア地区会員 

■会場：磐田市総合体育館 (静岡県磐田市見付4075-1 TEL:0538-32-4236)

●選手受付 ９：００－９：３０  開会式 １０：００ 

■試合部門

☆膝サポーターは、小３以上、高校生まで義務付けです。
☆サポーターは白とし、極端に薄い、皮製、合皮等は認めません。
☆上記以外のサポーター、テーピング等は医師の診断書がなければ認められません。
★試合形式はフルコンタクト形式、新極真会ルール

《青少年育成チャリティー、国際交流試合》 
第4回オープントーナメント 

■参加料お振込先： 磐田信用金庫 国府台支店  普通：5062908 

 新極真会   静岡支部 支部長   永島文秋 

※人数によっては統廃合もあります。

1 幼年男女 14 小５男子上級（４級以上）  27 女子セーフティー（高校生以上）  

2 小１女子 15 小６男子初級（５級以下）  28 女子フルコンタクト（高校生以上）  

3 小２女子 16 小６男子上級（４級以上）  29 シニア40以上～49才未満 軽量(70 kg未満)

4 小３女子 17 中１年男子軽量（50 kg未満） 30 シニア40以上～49才未満 重量(70 kg以上)

5 小４女子 18 中１年男子重量（50 kg以上） 31 シニア50才以上 軽量(70 kg未満)

6 小５女子 19 中２年男子軽量（55 kg未満） 32 シニア50才以上 重量(70 kg以上)

7 小６女子 20 中２年男子重量（55 kg以上） 33 一般初級（無級～７級）  

8 小１男子 21 中３年男子軽量（60 kg未満） 34 一般中級（６級～３級）  

9 小２男子 22 中３年男子重量（60 kg以上） 35 一般上級  

10 小３男子 23 中学女子軽量（45 kg未満） 

11 小４男子初級（５級以下）  24 中学女子重量（45 kg以上） 

12 小４男子上級（４級以上）  25 高校男子軽量（65 kg未満）

13 小５男子初級（５級以下）  26 高校男子重量（65 kg以上）



■試合時間の規定

各階級の試合時間を以下に規定する。 

一般上級(予選) 
本戦 延長戦 体重判定 最終延長戦 

2分 2分 なし 2分 

一般上級（準々決勝～）
本戦 延長戦 再延長戦 体重判定 最終延長戦 
3分 2分 2分 10kg 2分 

全世界空手連盟新極真会  静岡支部 師範 永島文秋 
 〒437-1211  磐田市大原2062‐53 

  TEL: 0538-58-2365 

  FAX: 0538-58-2365 

1 健康診断書の提出は不要ですが、各自で事前に健康診断を受け十分に体調を整えて参加してください。 
（ケガ等でテーピングが必要な場合は医師の診断書が必要になります。）

選手は万一の為、当日健康保険証を持参してください。
2 競技中の事故については、応急手当と保険の範囲内でのみ対応します。 
3 幼年、小、中、高校生及び未成年者の参加は保護者の承諾を要します。 
4 選手は武道家らしく身なりを整えること、頭髪を脱色、ピアス等大会の主旨にふさわしくないと 判断

した場合、受付時に出場をお断りする場合がありますのでご注意くださ。 
5 セコンドとして応援する際、マットに手を掛ける、叩く、ブーイングや誹謗中傷、恫喝は、固く禁止 しま

す。  帽子やサングラスは外しガムなどの飲食もお断りします。 
6 体重別階級（中学男女・高校男子）の計量は大会当日受付時に行います。 

体重が規定体重を超えた場合は、失格となります。 
7 試合進行上選手誘導は行いません。選手は試合の３試合前に、試合場に待機して下さい。 
8 選手の受付は、大会当日９月３０日午前９：００～９：３０までです。 
9 入場チケット（リストバンド）のない付き添いの入場は出来ません 

（中学生以下のご父兄には、入場リストバンドを１枚添付します） 
10リストバンドは、体育館出入の祭、係員が目視出来るよう大会終了まで手首に付けたままでお願いします。 

 破損した場合は再度入場料を頂きますのでご注意下さい。 
10選手は何らかの事情で参加不能になった場合は、必ず大会事務局まで連絡して下さい。 
11参加料については、いかなる理由でも返金は致しません。 

  （連絡先②） 

師範代  早川  克己 

TEL: 090-3935-1699 

■注意事項

■大会事務局

階級 本線 延長戦 

幼年 1分 1分 

小学生各階級 1分 1分 

中学生女子 1分30秒 1分 

中学生男子 1分30秒 1分 

高校生男子 1分30秒 1分 

女子セーフティー 1分30秒 1分 

シニア 1分30秒 1分 

一般初級 1分30秒 1分 

一般中級 1分30秒 1分30秒 

女子フルコンタクト 1分30秒 1分30秒 



【 会場へのアクセス 】 

【体育館施設の問い合わせ】 
（財）磐田市振興公社体育館振興課（磐田市総合体育館内）  
TEL：0538-32-4236 
FAX：0538-37-0456 

【駐車場】 

【駐車場】 
駐車場は体育館から南へ約300ｍ
の『iプラザ』です。
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