
第４回世田谷・杉並支部錬成大会 募集要項 

主催     NPO法人 全世界空手道連盟 新極真会 世田谷・杉並支部 
開催日    ２０１９年６月２２日（土） 
会場     世田谷区総合運動場体育館／東京都世田谷区大蔵４丁目６番１号 
         注：ご来場には公共交通機関をご利用下さい。 
             本大会についての問い合わせ、当日の欠場などの連絡は会場にしないで下さい。 
 

スケジュール  ９：００ 開場  

         ９：００～９：３０ 重量級以外の階級は各試合場にて体重計測を行います。 
         ９：４５ 開会式 （各試合場にて整列） 
       １０：００ 試合開始 
       １３：０0 一斉休憩 
       １３：３０ 試合再開 （当日の進行状況によりスケジュール変更が生じる場合がございます） 
 

出場階級  組手 【階級・クラスは次項参照】 
         ※ 出場人数が１名の階級については他の階級との統合は行わず廃止とさせて頂きます。 

          ※ 全階級の初級クラスが上級クラスへのエントリー可能です。 
                        その際、支部長道場長の方の承諾を得て下さい。学年を変更してのエントリーは出来ません。 
 

参加料    ４，３２０円（税込） 
        参加料は道場毎に下記口座へお振込み下さい。個人での振込は絶対に行わないで下さい。 
        ※一旦納入された参加料はいかなる場合も返却致しませんのでご了承下さい。 
       （ただし、主催者判断でお申し込みをお断りする場合は除く） 
         【お振込み先】 
               三井住友銀行 学芸大学駅前支店 口座番号：普通 6871027 口座名：塚本道場 塚本徳臣 
 

申込締切  ２０１９年４月２０日（土）必着  
 
申込方法  所定の申込用紙に必要事項を記入し、支部・道場毎に取りまとめてメールにて 
         下記アドレスまで送信下さい。申込は電子データでのご対応をお願いします。 
         ■出場申込書送信先■メールアドレス ： tsukamotodojo.office@gmail.com  
 
注意事項 ・出場選手は大会前に健康診断を受診しフルコンタクト空手競技に耐え得る健康状態で臨んで下さい。  
       ・出場選手・保護者・セコンドは、主催者が設けた規約や指示に従い行動して下さい。 
       ・大会当日、試合開始時刻の管理は当該試合に出場する選手の責任で行って下さい。 
        選手は試合５試合前には自身のコート選手待機席付近に集合。  
        全試合の開始時刻に、当該選手が所定の位置に不在の場合は如何なる理由に関わらず 失格となります。         
        その際、主催者への苦情は一切受け付けません。 
       ・大会当日は必ず健康保険証を持参して下さい。 
        出場選手については試合中に負傷または事故が生じた場合、主催者が加入している賠償保険の範囲内で                        
        被災者へ補償しますがその範囲外の責任は一切負いません。  
                その場合に選手及びその保護者は、主催者や大会関係者、及び対戦相手等に対して一切の損害賠償や             
        苦情申し立てをしないものとします。 
               保険適用の申請は、6月２８日17時までに大会事務局まで支部長道場長より連絡すること。 
        それ以降は一切受け付けません。 
       ・出場選手以外の方への会場内外での怪我・事故についての補償はございません。 
       ・出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名や住所の一部等も含む）は  
               主催者が発行する広告・ホームページ等使用することがあります。 
       ・主催者の判断により本大会に関する事前告知のない変更が生じる場合がございます。 
       ・貴重品の管理は各自の責任で行って下さい。紛失物の管理は主催者では行いません。 
       ・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。 
       ・大会パンフレットは配布致しません。大会直前にホームページに掲載します。 
       ・全ての出場選手は主催者にて決定した事項について全て承諾したものとさせて頂きます。 



(1)   年中男女の部／帯色不問 (2) 年長男女の部／帯色不問 

幼年       ４月からの新学年にてお申込み下さい。 

(3)   小学1年生男子初級の部／白帯・橙帯対象 (4)   小学1年生男子上級軽量級の部／青帯以上、23kg未満 

(5)  小学1年生男子上級重量級の部／青帯以上、23kg以上 (6)   小学1年生女子初級の部／白帯・橙帯対象 

(7)   小学1年生女子上級の部／青帯以上対象 (8)  小学2年生男子初級の部／白帯・橙帯対象 

(9)   小学2年生男子上級軽量級の部／青帯以上、25kg未満 (10)  小学2年生男子上級重量級の部／青帯以上、25kg以上 

(11) 小学2年生女子初級の部／白帯・橙色対象 (12) 小学2年生女子上級の部／青帯以上対象 

(13) 小学3年生男子初級の部／白帯から青帯対象 
(14) 小学3年生男子上級軽量級の部／ 
    黄帯以上、25kg未満対象 

(15) 小学3年生男子上級中量級の部／ 
    黄帯以上、25kg以上30kg未満対象 

(16) 小学3年生男子上級重量級の部／ 
    黄帯以上、30kg以上対象 

(17) 小学3年生女子初級の部／白帯から青帯対象 (18) 小学3年生女子上級の部／黄帯以上対象 

(19) 小学4年生男子初級の部／白帯から黄帯対象 
(20) 小学4年生男子上級軽量級の部／ 
    緑帯以上、30kg未満対象 

(21) 小学4年生男子上級中量級の部／ 
    緑帯以上、30kg以上35kg未満対象 

(22) 小学4年生男子上級重量級の部／ 
    緑帯以上、35kg以上対象 

(23) 小学4年生女子初級の部／白帯から黄帯対象 (24) 小学4年生女子上級軽量級の部／緑帯以上、32kg未満 

(25) 小学4年生女子上級重量級の部／緑帯以上、32kg以上 (26)小学5年生男子初級の部／白帯から黄帯対象 

(27) 小学5年生男子上級軽量級の部／ 
     緑帯以上、33kg未満対象 

(28) 小学5年生男子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、33kg以上38kg未満対象 

(29) 小学5年生男子上級重量級の部／ 
       緑帯以上、38kg以上対象 

(30) 小学5年生女子初級の部／白帯から黄帯対象 

(31) 小学5年生女子上級軽量級の部／緑帯以上、35kg未満 (32) 小学5年生女子上級重量級の部／緑帯以上、35kg以上 

(33) 小学6年生男子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(34) 小学6年生男子上級 軽量級の部／ 
       緑帯以上、36kg未満対象 

(35) 小学6年生男子上級 中量級の部／ 
    緑帯以上、36kg以上43kg未満対象 

(36) 小学6年生男子上級 重量級の部／ 
    緑帯以上、43kg以上対象 

(37) 小学6年生女子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(38) 小学6年生女子上級軽量級の部／緑帯以上、40kg未満 
 

(39)小学6年生女子上級重量級の部／緑帯以上、40kg以上 

小学生    ４月からの新学年にてお申込み下さい。 ※軽量・中量級に出場する選手は体重測定を行います 

(40) SC幼年(年中・年長)男女の部／帯色不問 (41) SC小学1年生男子の部／帯色不問 

(42) SC小学1年生女子の部／帯色不問 (43) SC小学2年生男子の部／帯色不問 

(44) SC小学2年生女子の部／帯色不問 (45) SC小学3年生男子の部／帯色不問 

(46) SC小学3年生女子の部／帯色不問 (47) SC小学4年生男子の部／帯色不問 

(48) SC小学4年生女子の部／帯色不問 (49) SC小学5年生男子の部／帯色不問 

(50) SC小学5年生女子の部／帯色不問 (51) SC小学6年生男子の部／帯色不問 

(52) SC小学6年生女子の部／帯色不問 

スポーツクラブ    ４月からの新学年にてお申込み下さい。  



中学生    ４月からの新学年にてお申込み下さい。 ※軽量・中量級に出場する選手は体重測定を行います 

(53) 中学1年生男子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(54) 中学1年生男子上級軽量級の部／ 
       緑帯以上、43kg未満対象 

(55) 中学1年生男子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、43kg以上50kg未満対象 

(56) 中学1年生男子上級重量級の部／ 
       緑帯以上、50kg以上対象 

(57) 中学1年生女子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(58) 中学1年生女子上級軽量級の部／ 
       緑帯以上、40kg未満対象 

(59) 中学1年生女子上級中量級の部／ 
     緑帯以上、40kg以上45kg未満対象 

(60) 中学1年生女子上級重量級の部／ 
    緑帯以上、45kg以上対象 

(61) 中学2年生男子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(62) 中学2年生男子上級軽量級の部／ 
       緑帯以上、50kg未満対象 

(63) 中学2年生男子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、50kg以上55kg未満対象 

(64) 中学2年生男子上級重量級の部／ 
    緑帯以上、55kg以上対象 

(65) 中学2年生女子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(66) 中学2年生女子上級軽量級の部／ 
   緑帯以上、45kg未満対象 

(67) 中学2年生女子上級中量級の部／ 
        緑帯以上、45kg以上50kg未満対象 

(68) 中学2年生女子上級重量級の部／ 
       緑帯以上、50kg以上対象 

(69) 中学3年生男子初級の部／白帯から黄帯対象 
(70) 中学3年生男子上級軽量級の部／ 
    緑帯以上、55kg未満対象 

(71) 中学3年生男子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、55kg以上60kg未満対象 

(72) 中学3年生男子上級重量級の部／ 
       緑帯以上、60kg以上対象 

(73) 中学3年生女子初級の部／白帯から黄色帯対象 
(74) 中学3年生女子上級軽量級の部／ 
       緑帯以上、48kg未満対象 

(75) 中学3年生女子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、48kg以上55kg未満対象 

(76) 中学3年生女子上級重量級の部／ 
       緑帯以上、55kg以上対象 

(77) 高校生男子初級の部／白帯から黄色帯対象 (78) 高校生男子上級軽量級の部／緑帯以上、57kg未満対象 

(79) 高校生男子上級軽中量級の部／ 
       緑帯以上、57kg以上62kg未満対象 

(80) 高校生男子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、62kg以上67kg未満対象 

(81) 高校生男子上級 軽重量級の部／  
       緑帯以上、67kg以上72kg未満対象 

(82) 高校生男子上級重量級の部／緑帯以上、72kg以上対象 

(83) 高校生女子初級の部／白帯から黄色帯対象 (84) 高校生女子上級軽量級の部／緑帯以上、50kg未満対象 

(85) 高校生女子上級中量級の部／ 
       緑帯以上、50kg以上55kg未満対象 

(86) 高校生女子上級重量級の部／緑帯以上、55kg以上対象 

高校生    ４月からの新学年にてお申込み下さい。 ※軽量・軽中量・中量・軽重量級に出場する選手は体重測定を行います 



(87) シニア男子30歳以上35歳未満軽量級の部／ 
       帯色不問、70kg未満対象 

(88) シニア男子30歳以上35歳未満重量級の部／ 
       帯色不問、70kg以上対象 

(89) シニア男子35歳以上40歳未満軽量級の部／ 
       帯色不問、70kg未満対象 

(90) シニア男子35歳以上40歳未満重量級の部／ 
       帯色不問、70kg以上対象 

(91) シニア男子40歳以上45歳未満軽量級の部／ 
       帯色不問、70kg未満対象 

(92) シニア男子40歳以上45歳未満重量級の部／ 
       帯色不問、70kg以上対象 

(93) シニア男子45歳以上50歳未満軽量級の部／ 
     帯色不問、70kg未満対象 

(94) シニア男子45歳以上50歳未満重量級の部／ 
   帯色不問、70kg以上対象 

(95) シニア男子50歳以上55歳未満 軽量級の部／ 
       帯色不問、70kg未満対象 

(96) シニア男子50歳以上55歳未満重量級の部／ 
       帯色不問、70kg以上対象 

(97) シニア男子55歳以上60歳未満 軽量級の部／  
       帯色不問、70kg未満対象 

(98) シニア男子55歳以上60歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、70kg以上対象 

(99) シニア男子60歳以上65歳未満 軽量級の部／ 
       帯色不問、70kg未満対象 

(100) シニア男子60歳以上65歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、70kg以上対象 

(101) シニア男子65歳以上70歳未満 軽量級の部／ 
        帯色不問、70kg未満対象 

(102) シニア男子65歳以上70歳未満重量級の部／ 
       帯色不問、70kg以上対象 

(103) シニア女子30歳以上40歳未満軽量級の部／ 
       帯色不問、55kg未満対象 

(104) シニア女子30歳以上40歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、55kg以上対象 

(105) シニア女子40歳以上50歳未満軽量級の部／ 
       帯色不問、55kg未満対象 

(106) シニア女子40歳以上50歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、55kg以上対象 

(107) シニア女子50歳以上60歳未満軽量級の部／ 
         帯色不問、55kg未満対象 

(108) シニア女子50歳以上60歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、55kg以上対象 

(109) シニア女子60歳以上70歳未満軽量級の部／ 
         帯色不問、55kg未満対象 

(110) シニア女子60歳以上70歳未満重量級の部／ 
    帯色不問、55kg以上対象 

シニア    大会当日の年齢にてお申込み下さい。 ※軽量級に出場する選手は体重測定を行います 

(111) 一般女子初級セーフティ軽量級の部／ 
         白帯から黄帯、55kg未満対象、高卒18歳以上30歳未満 

(112) 一般女子初級セーフティ重量級の部／ 
       白帯から黄帯、55kg以上対象、高卒18歳以上30歳未満 

(113) 一般女子上級フルコンタクト軽量級の部／ 
         緑帯以上、55kg未満対象、高校生以上 

(114) 一般女子上級フルコンタクト重量級の部／ 
         緑帯以上、55kg以上対象、高校生以上 

(115) 一般男子初級セーフティ軽量級の部／  
         白帯から黄帯、70kg未満対象、高卒18歳以上30歳未満 

(116) 一般男子初級セーフティ重量級の部／ 
         白帯から黄帯、70kg以上対象、高卒18歳以上30歳未満 

(117) 一般男子上級フルコンタクト軽量級の部／ 
         緑帯以上、70kg未満対象、高校生以上 

(118) 一般男子上級フルコンタクト重量級の部／ 
    緑帯以上、70kg以上対象、高校生以上 

一般   大会当日の年齢にてお申込み下さい。 ※軽量級に出場する選手は体重測定を行います 
   

【申込に際しての注意】 
 
 ①  階級No(40)～(52)についてはスポーツクラブのみで稽古されている子供達が出場可能となります。 
 ②  出場申込書には過去２年以内に限り大会入賞実績(全日本、地区、県大会のみ)がある選手は階級に  
      関わらず必ずご記入下さい。 
 ③  軽量・軽中量・中量・軽重量級への出場選手は当日必ず各コートにて規定時間内に計量を済ませて下さい。 
    計測の際は主催者が定める、道着下（ズボン）と半袖Tシャツ姿で臨んで下さい。 
      計測値から１kgを差し引いた数値が出場階級の規定を満たす事が出場の条件となります。 
      参加申込に申告した体重と計測時の体重差が±5kgの差がある場合は失格となります。 



■防具着用表■ 

階級 
ヘッド
ガード 

スネ
足甲 

ヒザ 拳 チェストガード ファールカップ アンダーガード 

幼年男子 ○ ○ 任意 ○ × ○ × 

幼年女子 ○ ○ 任意 ○ 任意 × 任意 

小学1～2年生男子 ○ ○ 任意 ○ × ○ × 

小学3～6年生男子 ○ ○ ○ ○ × ○ × 

小学1～2年生女子 ○ ○ 任意 ○ 任意 × 任意 

小学3～6年生女子 ○ ○ ○ ○ 任意 × 任意 

中学生男子 ○ ○ ○ ○ × ○ × 

中学生女子 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

高校生男子 ○ ○ ○ ○ × ○ × 

高校生女子 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

シニア男子 ○ ○ ○ ○ × ○ × 

シニア女子 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

一般女子初級セーフティ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

一般女子上級フルコン × ○ 任意 × ○ × ○ 

一般男子初級セーフティ ○ ○ ○ ○ × ○ × 

一般男子上級フルコン × × × × × ○ × 

 ・  ○は着用義務があり、×は着用禁止になります。 

 ・  着用義務のある防具は下記URL新極真会公式防具ガイドラインに準ずる。 
  http://www.shinkyokushinkai.co.jp/bogu/ 
 ・ ヘッドガード・赤帯・赤マークの主催者からの貸し出しは行いません。 
 ・ 着用義務がある防具は必ず各自で用意して下さい。 
 ・ テーピングは禁止です。ただし、怪我などによりテーピングが必要な場合は、医師の診断書の提示が必要となり 
   テーピングに医師の検印がある方のみ出場可能となります。 

階級 本戦 延長（マスト判定） 

幼年各階級 1分００秒 1分００秒 

小学1年～6年生各階級 1分３０秒 1分３０秒 

中学1年～3年生各階級 1分３０秒 1分３０秒 

高校1年～3年生各階級 ２分００秒 ２分００秒 

シニア男子各階級（～65歳未満までの各階級） 1分３０秒 1分３０秒 

シニア女子各階級（～60歳未満までの各階級） 1分３０秒 1分３０秒 

シニア男子65歳以上70歳未満 1分００秒 1分００秒 

シニア女子60歳以上70歳未満 1分００秒 1分００秒 

一般男女初級セーフティ各階級 1分３０秒 1分３０秒 

一般男女フルコンタクト各階級 ２分００秒 ２分００秒 

                       試合時間   出場者確定後階級により試合時間が変更になる場合がございます 


