
第２９回 埼玉カラテ錬成大会選手募集要項 

 

主催 ＮＰＯ法人 全世界空手道連盟 新極真会 埼玉武蔵支部 

 

日時 ：平成 3１年４月１４日(日) １０時試合開始 

※ 8時半にならないと開場できません。 

 

場所 ：入間市武道館 

    入間市鍵山３－１０－２０  ℡０４－２９６５－５５５１ 

 

参加費：４３２０円（型・組手どちらか一方） 

    ５４００円（型・組手両方） 

    選手にお弁当 ヘッドガード 赤帯の用意はありません 

     

申込方法  たいへんお手数ですが、各支部・道場毎にまとめて出場申込用紙

に記入の上、メールまたはＦＡＸでお送り下さい。 

        申込先  埼玉錬成大会事務局 

             〒357-0033 埼玉県飯能市八幡町 7-19 

             ℡042-983-8608 FAX042-983-8609 

             メール kyokusin@hanno.jp 

                  参加料は各支部・道場毎にまとめて振込みをお願いします。 

      振込先  武蔵野銀行 飯能支店 普通 1040854 

             新極真会 埼玉武蔵支部 

 

申込締切  平成３１年３月４日（月）必着 2 月 22日（土）道場提出 

 

試合種目  型の部  新極真会員のみ 

      組手の部 ※各部門詳細は別紙 

 

 

注意事項 ・ 申し込みは大会時の学年で申し込んでください 

・ 型の試合が終わり次第、組手の試合開始となります。 

・ 開会式・選手受付・誘導は行いません。特に少年部の保護者は気

をつけて下さい。 

・ 試合中の負傷や事故が生じた場合、１週間以内の申し出に限り保

険の範囲内で補償しますが、その範囲外の責任は一切負いません。 

・ 主催者の判断によって本大会に関する事前告知の無い変更が生

じる場合がありますのでご了承ください。 

・選手への弁当、赤帯・ヘッドガードの貸し出しは行いません                   

mailto:kyokusin@hanno.jp


第２9回埼玉武蔵交流大会出場申込書

階級NO 対象

1 入賞経験なし

2 入賞経験あり（初級含む）

3 交流大会優勝・県大会入賞経験なし

4 交流大会優勝・県大会入賞経験あり

5 交流大会優勝・県大会入賞経験なし

6 交流大会優勝・県大会入賞経験あり

7 交流大会優勝・県大会入賞経験なし

8 交流大会優勝・県大会入賞経験あり -33kg

9 交流大会優勝・県大会入賞経験あり ＋33kg

10 白・橙・青・黄

11 緑以上・‐３５㎏

12 緑以上・‐３５㎏

13 白・橙・青・黄

14 緑以上・－３７㎏

15 緑以上・＋３７㎏

16 白・橙・青・黄

17 緑以上・－４０㎏

18 緑以上・＋４０㎏

19 白・橙・青・黄

20 緑以上・－60㎏

21 緑以上・＋60㎏

22 白・橙・青・黄

23 緑以上・－70㎏

24 緑以上・＋70㎏

25

26 白・橙・青・黄

27 交流大会優勝・県大会以上入賞経験なし

28 交流大会優勝・県大会以上入賞経験あり

29

30

31

32

33

34

35

36 白・橙・青・黄

37 緑以上

38

39 ３０歳以上

40 太極１

41 太極１

42 太極１

43 白・橙・青、平安１

44 黄以上　平安２

45 白・橙・青、平安１

46 黄・緑　平安２

47 茶　平安５

48 中学生以上　２２歳以下　白・橙・青　平安１

49 中学生以上　２２歳以下　黄・緑　平安２

50 中学生以上　２２歳以下　茶　平安５

51 40歳　白・橙・青　平安１

52 40歳　黄以上　平安２

組手の部

中学生男子　初級の部

小４男子　上級重量級の部

小４男子　初級の部

小４男子　上級軽量級の部

埼玉錬成大会階級名

幼年男女初級の部

小１男子初級の部

小２男子初級の部

小３男子　初級の部

小３男子　上級重量級の部

小５男子　初級の部

小５男子　上級軽量級の部

小６男子　上級軽量級の部

小６男子　上級重量級の部

小５男子　上級重量級の部

 小６男子　初級の部

シニア４０上級型の部

シニア４０初級型の部

一般女子３０以上の部

幼年男女型の部

型の部

小学2年型の部

一般上級型の部

小学１年型の部

一般初級型の部

小学３、４年上級型の部

幼年男女上級の部

中学女子初級の部

一般女子ライトコンタクト

小１男子上級の部

小２男子上級の部

高校生男子　上級重量級の部

シニア４０初級の部

小６女子の部

小３女子の部

小３男子　上級軽量級の部

一般中級型の部

一般初級の部

U-22男子(高校生参加可)

高校生男子　上級軽量級の部

小１女子の部

小学５、６年初級型の部

小学５、６年中級型の部

小学５、６年上級型の部

小学３、４年初級型の部

小２女子の部

中学生男子　上級軽量級の部

小４女子の部

小５女子の部

中学女子の部

シニア４０上級の部

シニア５０の部

中学生男子　上級重量級の部

高校生男子　初級の部



第29回埼玉武蔵錬成大会

試合時間表　
種目 本戦　 最終延長戦

幼年（男女） 　１分 　１分
小学生（男子・女子） １分 　１分
中学生（男子・女子） 1分30秒 1分30秒
高校生（男子） 1分30秒 1分30秒
女子（ライト） 1分30秒 1分30秒
シニア40　女子30 1分 　１分
シニア50 1分 　１分
一般男子初級 1分30秒 1分30秒

防具着用表

　ヘッドギア 　　　拳 　スネ 　　膝 チェストガード アンダーガード ファウルカップ

幼　　年　 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ 自由 　　　× 　　　× 　　　○

小学男子 (1・2年）　 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ 自由 　　　× 　　　× 　　　○

小学男子（3.・4・5・6年） 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○　 　　　× 　　　× 　　　○

小学女子(1・2年）　 　　　○ 　　　 ○ 　　　○       ○ 　　自由 　　自由 　　　×

小学女子（3・4・5・6年） 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○ 　　自由 　　自由 　　　×

中学男子 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○ 　　　× 　　　× 　　　○

中学女子 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○ 　　　○ 　　　○ 　　　×

高校男子 　　　○ ○ 　　　○ ○ 　　　 × 　　　× 　　　○

女子ライトコンタクト・３０　 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○ 　　　○ 　　　○ 　　　×

シニア40　 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ 〇 　　　× 　　　× 　　　○

シニア50 　　　○ 　　　 ○ 　　　○ ○ 　　　× 　　　× 　　　○

一般男子 初級 　　 　○ 　　 　○ 　　　○ 自由 　　　× 　　　× 　　　○



第 29回 埼玉カラテ錬成大会 出場申込書 
 

申込締切：２月 2２日（土）城南支部事務局必着 

 

出場料： 4320円（組手・型どちらか） 

     5400円（組手・型両方） 

 

道場 

中原・あざみ野・池上・大井町・大森・上小田中・学芸大学・

品川・渋谷・下丸子・戸越・等々力・登戸・原宿・二子玉川・

武蔵小杉・目黒・矢口・六郷・溝口・鹿島田 

氏名  

ふりがな  

※階級 No 組手 NO         型 NO 

※出場部門 組手           型 

級段位 級・段 

学年 年少・年中・年長・小学・中学・高校（    ）年 

身長 ｃｍ 

体重 ｋｇ 

年齢 歳 

性別 男 ・ 女 

入賞歴  

 

 

【指導員記入欄】 

日付 出場料 指導員サイン 

／ 未 ・ 43２0円・5400円  

 

 


