
第第第第 10 回東京東支部錬成大会回東京東支部錬成大会回東京東支部錬成大会回東京東支部錬成大会    実施要項実施要項実施要項実施要項 
主催主催主催主催    新極真会新極真会新極真会新極真会    東京東支部東京東支部東京東支部東京東支部 
開催日開催日開催日開催日    平成平成平成平成 31 年年年年 2 月月月月 10 日（日）日（日）日（日）日（日） 
場所場所場所場所    BumB    東京スポーツ文化館東京スポーツ文化館東京スポーツ文化館東京スポーツ文化館    （旧夢の島体育館）（旧夢の島体育館）（旧夢の島体育館）（旧夢の島体育館）    メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナ 
            東京都江東区夢の島東京都江東区夢の島東京都江東区夢の島東京都江東区夢の島 3-2    TEL    03-3521-7321 
連絡先連絡先連絡先連絡先    遠田遠田遠田遠田    080-1278-6201    tokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.com    

出場料出場料出場料出場料    4320 円円円円 
試合形式試合形式試合形式試合形式    全世界空手道連盟ルール全世界空手道連盟ルール全世界空手道連盟ルール全世界空手道連盟ルール 
スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール     9：：：：20    第第第第 1 部選手集合部選手集合部選手集合部選手集合    受付受付受付受付 計量開始計量開始計量開始計量開始 
                            10：：：：00    第第第第 1 部試合開始部試合開始部試合開始部試合開始 
                            12：：：：30    第第第第 2 部選手集合部選手集合部選手集合部選手集合    受付受付受付受付    計量開始計量開始計量開始計量開始 
                            13：：：：00    第第第第 2 部試合開始部試合開始部試合開始部試合開始 
                            14：：：：30    第第第第 3 部選手集合部選手集合部選手集合部選手集合    受付受付受付受付    計量開始計量開始計量開始計量開始 
                            15：：：：00    第第第第 3 部試合開始部試合開始部試合開始部試合開始 
※スケジュールは選手の参加人数により大幅に変更になる場合もあります。※スケジュールは選手の参加人数により大幅に変更になる場合もあります。※スケジュールは選手の参加人数により大幅に変更になる場合もあります。※スケジュールは選手の参加人数により大幅に変更になる場合もあります。 
    変更になった場合は改めて連絡を致します。変更になった場合は改めて連絡を致します。変更になった場合は改めて連絡を致します。変更になった場合は改めて連絡を致します。 
※階級の統廃合もあり得ます※階級の統廃合もあり得ます※階級の統廃合もあり得ます※階級の統廃合もあり得ます 
 
第第第第 1 部部部部 9：：：：20 受付計量開始受付計量開始受付計量開始受付計量開始    10：：：：00 試合開始試合開始試合開始試合開始 
 

第第第第 

一一一一 

部部部部 

幼年幼年幼年幼年    年少年少年少年少    

（男女混合）（男女混合）（男女混合）（男女混合）    

幼年幼年幼年幼年    年中年中年中年中    

（男女混合）（男女混合）（男女混合）（男女混合）    

幼年幼年幼年幼年    年長年長年長年長    軽量級軽量級軽量級軽量級    

（（（（21212121ｋｇ未満男女混合）ｋｇ未満男女混合）ｋｇ未満男女混合）ｋｇ未満男女混合）    

幼年幼年幼年幼年    年長年長年長年長    重量級重量級重量級重量級    

（（（（21212121ｋｇ以上男女混合）ｋｇ以上男女混合）ｋｇ以上男女混合）ｋｇ以上男女混合）    

小学小学小学小学 1111 年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級    

（（（（23232323ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）    

小学小学小学小学 1111 年男子重量級年男子重量級年男子重量級年男子重量級    

（（（（23232323ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）    

小学小学小学小学 1111 年女子年女子年女子年女子    ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年    年少年少年少年少    

ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年    年中年中年中年中    

    

ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年ＳＣ幼年    年長年長年長年長    ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学 1111 年年年年軽量級軽量級軽量級軽量級    

（（（（23232323ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）    

ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学 1111 年重量級年重量級年重量級年重量級    

（（（（23232323ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 2222 年軽量級年軽量級年軽量級年軽量級    

（（（（25252525ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満））））    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 2222 年重量級年重量級年重量級年重量級    

（（（（25252525ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上））））    

ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学ＳＣ小学 3333 年初級年初級年初級年初級    

（白（白（白（白    橙橙橙橙    青帯青帯青帯青帯））））    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 3333 年上級年上級年上級年上級    

（（（（黄黄黄黄帯以上）帯以上）帯以上）帯以上）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 4444 年初級年初級年初級年初級    

（（（（白白白白    橙橙橙橙    青帯青帯青帯青帯））））    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 4444 年上級年上級年上級年上級    

（（（（黄黄黄黄帯以上）帯以上）帯以上）帯以上）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 5555 年初級年初級年初級年初級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 5555 年上級年上級年上級年上級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 6666 年初級年初級年初級年初級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

SCSCSCSC 小学小学小学小学 6666 年上級年上級年上級年上級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

        

 

★★★★SC クラス（スポーツクラブ所属）は男女混合です。幼年・小クラス（スポーツクラブ所属）は男女混合です。幼年・小クラス（スポーツクラブ所属）は男女混合です。幼年・小クラス（スポーツクラブ所属）は男女混合です。幼年・小 1・小・小・小・小 2 は帯分ありません。は帯分ありません。は帯分ありません。は帯分ありません。 
女子は女子は女子は女子は 1 学年下の学年でお申し込み下さい。学年下の学年でお申し込み下さい。学年下の学年でお申し込み下さい。学年下の学年でお申し込み下さい。 
（例・小（例・小（例・小（例・小 1 女子→女子→女子→女子→SC 幼年年長幼年年長幼年年長幼年年長    小小小小 6 女子青帯→女子青帯→女子青帯→女子青帯→SC 小小小小 5 初級の部）初級の部）初級の部）初級の部） 

    このこのこのこの SC クラスには常設道場所属でも週にクラスには常設道場所属でも週にクラスには常設道場所属でも週にクラスには常設道場所属でも週に 1 回しか練習に来られない子、試合経験があるものの回しか練習に来られない子、試合経験があるものの回しか練習に来られない子、試合経験があるものの回しか練習に来られない子、試合経験があるものの 
    入賞経験がない子も入賞経験がない子も入賞経験がない子も入賞経験がない子も SC クラスに参加可能です。◎但しクラスに参加可能です。◎但しクラスに参加可能です。◎但しクラスに参加可能です。◎但し SC クラスは入賞歴ない子に限ります。クラスは入賞歴ない子に限ります。クラスは入賞歴ない子に限ります。クラスは入賞歴ない子に限ります。 
 

 

 

 

  



第第第第 2 部部部部 12：：：：30 受付計量開始受付計量開始受付計量開始受付計量開始    13：：：：00    試合開始試合開始試合開始試合開始 
 

 

 

 

 

 

第第第第 

二二二二 

部部部部 

小学小学小学小学 6666 年男子初級の部年男子初級の部年男子初級の部年男子初級の部    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

小学小学小学小学 6666 年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級    

（（（（43434343ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

小学小学小学小学 6666 年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級    

（（（（43434343ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

 

小学小学小学小学 6666 年女子初級年女子初級年女子初級年女子初級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下） 

小学小学小学小学 6666 年女子上級年女子上級年女子上級年女子上級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上） 

中学中学中学中学 1 年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級 

（（（（50ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

中学中学中学中学 1 年男子重量級年男子重量級年男子重量級年男子重量級 

（（（（50ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

中学中学中学中学 2 年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級 

（（（（55ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

中学中学中学中学 2 年男子重量級年男子重量級年男子重量級年男子重量級 

（（（（55ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

中学中学中学中学 3 年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級年男子軽量級 

（（（（60ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

中学中学中学中学 3 年男子重量級年男子重量級年男子重量級年男子重量級 

（（（（60ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

中学生女子軽量級中学生女子軽量級中学生女子軽量級中学生女子軽量級 

（（（（47ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

中学女子重量級中学女子重量級中学女子重量級中学女子重量級 

（（（（47ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

女子フルコン女子フルコン女子フルコン女子フルコン 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

シニアシニアシニアシニア 30 初級軽量級初級軽量級初級軽量級初級軽量級 

（（（（30 歳～歳～歳～歳～39 歳）歳）歳）歳） 

（（（（黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下 70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

シニアシニアシニアシニア 30 初級重量級初級重量級初級重量級初級重量級 

（（（（30 歳～歳～歳～歳～39 歳）歳）歳）歳） 

（（（（黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下    70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

シニアシニアシニアシニア 30 上級軽量級上級軽量級上級軽量級上級軽量級 

（（（（30 歳～歳～歳～歳～39 歳）歳）歳）歳） 

（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上    70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

シニアシニアシニアシニア 30 上級重量級上級重量級上級重量級上級重量級 

（（（（30 歳～歳～歳～歳～39 歳）歳）歳）歳） 

（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上    70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

シニアシニアシニアシニア 40 初級軽量級初級軽量級初級軽量級初級軽量級 

（（（（40 歳～歳～歳～歳～49 歳）歳）歳）歳） 

（（（（黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下 70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

シニアシニアシニアシニア 40 初級重量級初級重量級初級重量級初級重量級 

（（（（40 歳～歳～歳～歳～49 歳）歳）歳）歳） 

（（（（黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下    70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

シニアシニアシニアシニア 40 上級軽量級上級軽量級上級軽量級上級軽量級 

（（（（40 歳～歳～歳～歳～49 歳）歳）歳）歳） 

（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上    70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

シニアシニアシニアシニア 40 上級重量級上級重量級上級重量級上級重量級 

（（（（40 歳～歳～歳～歳～49 歳）歳）歳）歳） 

（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上    70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

 

 

 

 

シニアシニアシニアシニア 50 初級初級初級初級 

（（（（黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下    50 歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）    

シニアシニアシニアシニア 50505050    上級上級上級上級    

（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上（緑帯以上        50505050 歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）    

     

一般男子初級軽量級一般男子初級軽量級一般男子初級軽量級一般男子初級軽量級 

（（（（70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

一般男子初級重量級一般男子初級重量級一般男子初級重量級一般男子初級重量級 

（（（（70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

一般男子上級軽量級一般男子上級軽量級一般男子上級軽量級一般男子上級軽量級 

（（（（70ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満） 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

一般男子上級重量級一般男子上級重量級一般男子上級重量級一般男子上級重量級 

（（（（70ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上） 

（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上）（高校生以上） 

★シニアでチャレンジしたい方は一般男子の部に参加可能。★シニアでチャレンジしたい方は一般男子の部に参加可能。★シニアでチャレンジしたい方は一般男子の部に参加可能。★シニアでチャレンジしたい方は一般男子の部に参加可能。 
 
第第第第 3 部部部部    14：：：：30 受付計量開始受付計量開始受付計量開始受付計量開始    15：：：：00 試合開始試合開始試合開始試合開始 
 

 

第第第第 

三三三三 

部部部部 

小学小学小学小学 2222 年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級    

（白・橙・青帯（白・橙・青帯（白・橙・青帯（白・橙・青帯    ））））    

（（（（25252525ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）    

小学小学小学小学 2222 年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級    

（白・橙・青帯（白・橙・青帯（白・橙・青帯（白・橙・青帯    ））））    

（（（（25252525ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）    

小学小学小学小学 2222 年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級    

    （（（（黄黄黄黄帯以上）帯以上）帯以上）帯以上）    

（（（（25252525ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）    

小学小学小学小学 2222 年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級    

    （（（（黄黄黄黄帯以上）帯以上）帯以上）帯以上）    

（（（（25252525ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）    

小学小学小学小学 3333 年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

（（（（30303030ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）ｋｇ未満）    

小学小学小学小学 3333 年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級    

（黄帯以下）（黄帯以下）（黄帯以下）（黄帯以下）    

（（（（30303030ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上    ））））    

小学小学小学小学 3333 年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

（（（（30303030ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満    ））））    

小学小学小学小学 3333 年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級    

    （緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

（（（（30303030ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）ｋｇ以上）    

小学小学小学小学 4444 年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級年男子初級軽量級    

（（（（35353535ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満    黄帯以下）黄帯以下）黄帯以下）黄帯以下）    

小学小学小学小学 4444 年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級年男子初級重量級    

（（（（35353535ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上    黄帯以下）黄帯以下）黄帯以下）黄帯以下）    

小学小学小学小学 4444 年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級    

（（（（35353535ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

小学小学小学小学 4444 年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級    

（（（（35353535ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

小学小学小学小学 5555 年男子初級の部年男子初級の部年男子初級の部年男子初級の部    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

小学小学小学小学 5555 年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級年男子上級軽量級    

（（（（38383838ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満ｋｇ未満    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

小学小学小学小学 5555 年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級年男子上級重量級    

（（（（38383838ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上ｋｇ以上    緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）緑帯以上）    

小学小学小学小学 2222 年女子年女子年女子年女子    

小学小学小学小学 3333 年女子年女子年女子年女子    小学小学小学小学 4444 年女子初級年女子初級年女子初級年女子初級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

小学小学小学小学 4444 年女子上級年女子上級年女子上級年女子上級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

小学小学小学小学 5555 年女子初級年女子初級年女子初級年女子初級    

（（（（黄黄黄黄帯以下）帯以下）帯以下）帯以下）    

小学小学小学小学 5555 年女子上級年女子上級年女子上級年女子上級    

（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）（緑帯以上）    

            

★学年を上げての参加可能。★学年を上げての参加可能。★学年を上げての参加可能。★学年を上げての参加可能。 
★女子が男子の部に参加可能。★女子が男子の部に参加可能。★女子が男子の部に参加可能。★女子が男子の部に参加可能。 
★全ての部門★全ての部門★全ての部門★全ての部門    参加人数により統廃合もあり得ます。参加人数により統廃合もあり得ます。参加人数により統廃合もあり得ます。参加人数により統廃合もあり得ます。 
★小学★小学★小学★小学 2 年男子初級は白・橙・青帯年男子初級は白・橙・青帯年男子初級は白・橙・青帯年男子初級は白・橙・青帯    上級は上級は上級は上級は黄黄黄黄帯以上。帯以上。帯以上。帯以上。 
★小学★小学★小学★小学 3 年男子以上の初級は年男子以上の初級は年男子以上の初級は年男子以上の初級は黄黄黄黄帯以下帯以下帯以下帯以下    上級は緑帯以上。上級は緑帯以上。上級は緑帯以上。上級は緑帯以上。 



 

 

試合時間表試合時間表試合時間表試合時間表 
階級階級階級階級 本戦本戦本戦本戦 延長延長延長延長 最終延長最終延長最終延長最終延長 

幼年幼年幼年幼年 1 分分分分 1 分分分分 なしなしなしなし 
小学生小学生小学生小学生 1 分分分分 30 秒秒秒秒 1 分分分分 なしなしなしなし 
中学生中学生中学生中学生 1 分分分分 30 秒秒秒秒 1 分分分分 30 秒秒秒秒 なしなしなしなし 
女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ 1 分分分分 30 秒秒秒秒 1 分分分分 30 秒秒秒秒 なしなしなしなし 
女子フルコン女子フルコン女子フルコン女子フルコン 2 分分分分 2 分分分分 2 分分分分 
シニアシニアシニアシニア 1 分分分分 1 分分分分 なしなしなしなし 
一般男子初級一般男子初級一般男子初級一般男子初級 1 分分分分 30 秒秒秒秒 1 分分分分 30 秒秒秒秒 なしなしなしなし 
一般男子上級一般男子上級一般男子上級一般男子上級 2 分分分分 2 分分分分 2 分分分分 
防具表防具表防具表防具表    ★★★★ヘッドギア以外は各自で用意する。防具は新極真会指定商品のみ着用可能。（ヘッドギア以外は各自で用意する。防具は新極真会指定商品のみ着用可能。（ヘッドギア以外は各自で用意する。防具は新極真会指定商品のみ着用可能。（ヘッドギア以外は各自で用意する。防具は新極真会指定商品のみ着用可能。（JKJO のマーク入り可のマーク入り可のマーク入り可のマーク入り可

能）能）能）能） 
階級階級階級階級 ヘッドギアヘッドギアヘッドギアヘッドギア 拳サポーター拳サポーター拳サポーター拳サポーター すねサポーターすねサポーターすねサポーターすねサポーター 膝サポーター膝サポーター膝サポーター膝サポーター ファールカップファールカップファールカップファールカップ チェストガードチェストガードチェストガードチェストガード アンダーガードアンダーガードアンダーガードアンダーガード 

幼年幼年幼年幼年 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 任意任意任意任意 男子〇男子〇男子〇男子〇 女子任意女子任意女子任意女子任意 女子任意女子任意女子任意女子任意 
小学生男子小学生男子小学生男子小学生男子 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 小小小小 3 以上〇以上〇以上〇以上〇 〇〇〇〇 ×××× ×××× 
小学生女子小学生女子小学生女子小学生女子 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 小小小小 3 以上〇以上〇以上〇以上〇 ×××× 任意任意任意任意 任意任意任意任意 
中学生男子中学生男子中学生男子中学生男子 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× ×××× 
中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× 〇〇〇〇 〇〇〇〇 
女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ女子セーフティ 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× 〇〇〇〇 〇〇〇〇 
女子フルコン女子フルコン女子フルコン女子フルコン ×××× ×××× 〇〇〇〇 ×××× 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 
シニアシニアシニアシニア 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× ×××× 
一般男子初級一般男子初級一般男子初級一般男子初級 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× ×××× 
一般男子上級一般男子上級一般男子上級一般男子上級 ×××× ×××× ×××× ×××× 〇〇〇〇 ×××× ×××× 

 
申し込み方法申し込み方法申し込み方法申し込み方法    大会申請用のホームページにより大会申請用のホームページにより大会申請用のホームページにより大会申請用のホームページにより    選手全員の必要事項をご入力下さい選手全員の必要事項をご入力下さい選手全員の必要事項をご入力下さい選手全員の必要事項をご入力下さい    

                            アドレスアドレスアドレスアドレス    IDIDIDID    パスワードはメールにてお知らせを致します。パスワードはメールにてお知らせを致します。パスワードはメールにてお知らせを致します。パスワードはメールにてお知らせを致します。    

                            FAXFAXFAXFAX でも受け付けを致しますがコンピューター処理を行うためでも受け付けを致しますがコンピューター処理を行うためでも受け付けを致しますがコンピューター処理を行うためでも受け付けを致しますがコンピューター処理を行うため    

可能な限り電子データーでお願いいたします。可能な限り電子データーでお願いいたします。可能な限り電子データーでお願いいたします。可能な限り電子データーでお願いいたします。    

FAXFAXFAXFAX の場合はの場合はの場合はの場合は    別シートの申込用紙に選手全員の必要事項を記入し別シートの申込用紙に選手全員の必要事項を記入し別シートの申込用紙に選手全員の必要事項を記入し別シートの申込用紙に選手全員の必要事項を記入し    

大会事務局までお申し込みください。大会事務局までお申し込みください。大会事務局までお申し込みください。大会事務局までお申し込みください。    

PCPCPCPC アドレスアドレスアドレスアドレス    tokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.comtokyo.higashi.shinkyokushin@gmail.com    

FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号    047047047047----354354354354----2926292629262926    

参加料は申し参加料は申し参加料は申し参加料は申し込みと同時に支部・道場毎まとめて下記口座へお振込み下さい込みと同時に支部・道場毎まとめて下記口座へお振込み下さい込みと同時に支部・道場毎まとめて下記口座へお振込み下さい込みと同時に支部・道場毎まとめて下記口座へお振込み下さい    

参加料振込口座参加料振込口座参加料振込口座参加料振込口座    三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行    浦安支店浦安支店浦安支店浦安支店    普通普通普通普通    6909995690999569099956909995        

                                NPONPONPONPO 法人法人法人法人    全世界空手道連盟全世界空手道連盟全世界空手道連盟全世界空手道連盟    新極真会新極真会新極真会新極真会    遠田真司（トオダシンジ）遠田真司（トオダシンジ）遠田真司（トオダシンジ）遠田真司（トオダシンジ）    

申込締め切り申込締め切り申込締め切り申込締め切り    平成平成平成平成 30303030 年年年年 12121212 月月月月 21212121 日（金）日（金）日（金）日（金）    

    

    



注意事項注意事項注意事項注意事項    

・選手は出場されるコートで受付を済ませパンフレットを受け取って下さい。選手のお弁当はありません。・選手は出場されるコートで受付を済ませパンフレットを受け取って下さい。選手のお弁当はありません。・選手は出場されるコートで受付を済ませパンフレットを受け取って下さい。選手のお弁当はありません。・選手は出場されるコートで受付を済ませパンフレットを受け取って下さい。選手のお弁当はありません。    

・選手は時間を厳守し進行係、選手係の指示に従うこと。・選手は時間を厳守し進行係、選手係の指示に従うこと。・選手は時間を厳守し進行係、選手係の指示に従うこと。・選手は時間を厳守し進行係、選手係の指示に従うこと。    

    試合に遅れた場合は失格とし、その際の苦情は受け付けません。試合に遅れた場合は失格とし、その際の苦情は受け付けません。試合に遅れた場合は失格とし、その際の苦情は受け付けません。試合に遅れた場合は失格とし、その際の苦情は受け付けません。    

    選手の招集は行いませんので各自選手の招集は行いませんので各自選手の招集は行いませんので各自選手の招集は行いませんので各自 3333 試合前に所定の位置に集合してください。試合前に所定の位置に集合してください。試合前に所定の位置に集合してください。試合前に所定の位置に集合してください。    

・軽量級に出場される方は受付終了後、体重計測を必ず受けてください。・軽量級に出場される方は受付終了後、体重計測を必ず受けてください。・軽量級に出場される方は受付終了後、体重計測を必ず受けてください。・軽量級に出場される方は受付終了後、体重計測を必ず受けてください。    

各階級の規定体重を超過した場合や指定時間内に計測が出来ない場合は失格です。各階級の規定体重を超過した場合や指定時間内に計測が出来ない場合は失格です。各階級の規定体重を超過した場合や指定時間内に計測が出来ない場合は失格です。各階級の規定体重を超過した場合や指定時間内に計測が出来ない場合は失格です。        

【道着下【道着下【道着下【道着下((((ズボンズボンズボンズボン))))と半袖と半袖と半袖と半袖 TTTT シャツ】にて計測。計測値からシャツ】にて計測。計測値からシャツ】にて計測。計測値からシャツ】にて計測。計測値から 1kg1kg1kg1kg 差し引いた数値を公式体重とします。差し引いた数値を公式体重とします。差し引いた数値を公式体重とします。差し引いた数値を公式体重とします。    

なお、この指定服装以外で計量する場合は、計測値が公式体重となります。なお、この指定服装以外で計量する場合は、計測値が公式体重となります。なお、この指定服装以外で計量する場合は、計測値が公式体重となります。なお、この指定服装以外で計量する場合は、計測値が公式体重となります。    

下着のみ、裸身での計量は固くお断り致します。下着のみ、裸身での計量は固くお断り致します。下着のみ、裸身での計量は固くお断り致します。下着のみ、裸身での計量は固くお断り致します。    

・今大会は各コート・今大会は各コート・今大会は各コート・今大会は各コートにて決勝戦まで行います。表彰式・閉会式は行いません。にて決勝戦まで行います。表彰式・閉会式は行いません。にて決勝戦まで行います。表彰式・閉会式は行いません。にて決勝戦まで行います。表彰式・閉会式は行いません。    

    入賞が確定しましたらトロフィーを主審の先生よりお受け取り下さい。入賞が確定しましたらトロフィーを主審の先生よりお受け取り下さい。入賞が確定しましたらトロフィーを主審の先生よりお受け取り下さい。入賞が確定しましたらトロフィーを主審の先生よりお受け取り下さい。    

・サブアリーナをアップ会場として用意しております。・サブアリーナをアップ会場として用意しております。・サブアリーナをアップ会場として用意しております。・サブアリーナをアップ会場として用意しております。9999：：：：20202020 より入場可能です。より入場可能です。より入場可能です。より入場可能です。    

    ロビーやギャラリーでのアップは一般の方のご利用がありますのでご遠慮下さい。ロビーやギャラリーでのアップは一般の方のご利用がありますのでご遠慮下さい。ロビーやギャラリーでのアップは一般の方のご利用がありますのでご遠慮下さい。ロビーやギャラリーでのアップは一般の方のご利用がありますのでご遠慮下さい。    

・アリーナやロビーやギャラリーに敷物を敷いての場所取りは禁止です。・アリーナやロビーやギャラリーに敷物を敷いての場所取りは禁止です。・アリーナやロビーやギャラリーに敷物を敷いての場所取りは禁止です。・アリーナやロビーやギャラリーに敷物を敷いての場所取りは禁止です。    

・アリーナ内は土足禁止です。下足は各自で管理してください。・アリーナ内は土足禁止です。下足は各自で管理してください。・アリーナ内は土足禁止です。下足は各自で管理してください。・アリーナ内は土足禁止です。下足は各自で管理してください。    

・大会に関するお問い合わせ、当日の欠場などの連絡は会場へは絶対にしないでください。・大会に関するお問い合わせ、当日の欠場などの連絡は会場へは絶対にしないでください。・大会に関するお問い合わせ、当日の欠場などの連絡は会場へは絶対にしないでください。・大会に関するお問い合わせ、当日の欠場などの連絡は会場へは絶対にしないでください。    

・試合・試合・試合・試合中中中中でのでのでのでの負傷負傷負傷負傷・事・事・事・事故故故故・・・・盗難盗難盗難盗難に関して主に関して主に関して主に関して主催者催者催者催者は一は一は一は一切責任切責任切責任切責任をををを負負負負いません。いません。いません。いません。    

・試合・試合・試合・試合中中中中にににに負傷負傷負傷負傷が生が生が生が生じじじじた場合は主た場合は主た場合は主た場合は主催者催者催者催者がががが加加加加入している入している入している入している保険保険保険保険のののの範囲範囲範囲範囲内で内で内で内で補償補償補償補償しますが、しますが、しますが、しますが、    

そのそのそのその範囲範囲範囲範囲以外は一以外は一以外は一以外は一切負切負切負切負いません。いません。いません。いません。    

保険保険保険保険の申請は大会終了後、の申請は大会終了後、の申請は大会終了後、の申請は大会終了後、１週１週１週１週間以内に大会事務局まで連絡してください。間以内に大会事務局まで連絡してください。間以内に大会事務局まで連絡してください。間以内に大会事務局まで連絡してください。    

それ以それ以それ以それ以降降降降は受付致しませんのでご注意下さい。は受付致しませんのでご注意下さい。は受付致しませんのでご注意下さい。は受付致しませんのでご注意下さい。    

被災被災被災被災の選手の選手の選手の選手及び及び及び及び    保護者保護者保護者保護者は主は主は主は主催者催者催者催者や大会関係や大会関係や大会関係や大会関係者者者者、対戦、対戦、対戦、対戦相相相相手に対し一手に対し一手に対し一手に対し一切切切切のののの賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任や苦情をや苦情をや苦情をや苦情を    

申し申し申し申し立立立立てないものとします。大会当日は必ずてないものとします。大会当日は必ずてないものとします。大会当日は必ずてないものとします。大会当日は必ず保険証保険証保険証保険証をををを持参持参持参持参してください。してください。してください。してください。    

・一・一・一・一旦納旦納旦納旦納入された入された入された入された参加費参加費参加費参加費用に関して理用に関して理用に関して理用に関して理由由由由のののの如何如何如何如何を問わずを問わずを問わずを問わず返却返却返却返却されませんのでご了されませんのでご了されませんのでご了されませんのでご了承承承承ください。ください。ください。ください。    

・・・・駐車駐車駐車駐車場には限りがありますので公場には限りがありますので公場には限りがありますので公場には限りがありますので公共機共機共機共機関をご利用ください。関をご利用ください。関をご利用ください。関をご利用ください。    

・・・・2222月月月月の会場はごみの会場はごみの会場はごみの会場はごみ焼却炉点検焼却炉点検焼却炉点検焼却炉点検のののの為為為為、、、、暖房暖房暖房暖房がががが停停停停止しております。止しております。止しております。止しております。暖暖暖暖かい格かい格かい格かい格好好好好でおでおでおでお越越越越しください。しください。しください。しください。    

    

    

東京東支部錬成大会責任者東京東支部錬成大会責任者東京東支部錬成大会責任者東京東支部錬成大会責任者    

新極真会新極真会新極真会新極真会    東京東支部東京東支部東京東支部東京東支部    

支部長支部長支部長支部長    南里南里南里南里    宏宏宏宏    

東京東支部錬成大会事務局東京東支部錬成大会事務局東京東支部錬成大会事務局東京東支部錬成大会事務局    

新極真会新極真会新極真会新極真会    東京東支部東京東支部東京東支部東京東支部    

遠田真司遠田真司遠田真司遠田真司    
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