
 

 

 

■

■主催）  新極真会 東京中野道場 

■開催日）令和２年４月３日(金曜日) 

■会場）中野区立中野体育館（柔道場・剣道場） 

（東京都中野区中野４－１１－１４  お問合せは中野道場までお願いします。） 

（JR・東京メトロ東西線・中野駅北口 徒歩７分） 

■出場種目）幼年・小学生         幼年・小学生 

      「組手の部」          「型の部」 

■出場料） 組手の部 3,800 円 型の部 3,800 円  ダブル出場 4,800 円 

     ※締め切り後、一旦納入された出場料はいかなる場合も返却されませんのでご了承ください。 

■試合形式）全世界空手道連盟ルール(ヘッドギア・サポーター着用) 

 ※サポーターは新極真会公認のみ着用可。女子のアンダーガード・チェストガードは任意です。 

 ※型は指定型を 2 人同時に行い幼児クラスのみ号令で行います。     

■申込み締切り）2 月 27 日(木)  申込書と出場料は各支部道場でまとめて支部道場名で振り込んでください。 

  ※申込みの学年は本年度の学年でお申し込みください。 

■大会スケジュール） 

 

  AM１８：４５ 開場 審判員、選手集合 

  AM ９：００ ～ 一部試合開始  

  PM１０：４５ ～ 二部試合開始  

  PM１２：００ 終了   ※予定 

 

 

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可能性があります。 

変更になった場合は改めて連絡を差し上げますが、試合時間が変更になっても出場が可能な方のみ 

申込みをお願い致します。また試合の進行状況により開始時間がずれる場合がありますのでご了承ください。 

■注意事項） 

※施設の利用について 

  体育館内は土足禁止です、内履が必要な方は各自でご持参下さい。下足はご自分で管理してください。 

※会場には電車でお越しください。車でお越しになる場合は近隣の公共駐車場のご利用をお願い致します。 

※パンフレットは配布しません。 

※場内での場所取り、三脚での固定ビデオ撮影など、他の方の迷惑になりますのでご遠慮ください。 

 ※場内は混雑が予想されます、譲り合って観戦ください。小さなお子様連れの方は怪我や事故の元になり 

ますので場内で寝かせたり、放置しないよう注意ください。 

※会場内外の事故、盗難等のトラブルに関しては主催者は一切責任を負いません。貴重品に関しましても 

主催者側で管理しませんのでご了承願います。 

 ※対戦相手はもとより自軍の選手でも試合場の風紀を乱すような誹謗中傷、恫喝に近い応援をした場合は 

試合を中断してでも注意しますので了承ください。 

 ※アップは｢指定場所｣以外では行わない様にし館内で走ったり人の迷惑になる様な行動は控えてください。 

■その他 

 ※負傷・怪我について 

  試合中の怪我や事故については被災の選手及びその保護者は、主催者や関係者、及び対戦相手に対 

して一切の賠償責任や苦情の申し立てないものとします。 

   

東京中野空手練習試合募集要項        第 1

回「中野杯」中野交流試合募集要項 



 

 

 

 

 

 

 

 

組手の部 

1. 幼年 年中・男女混合(体重・帯・級制限なし) 

2. 幼年 年長初級男女混合(※試合未経験者・未勝利者) 

3. 幼年 年長中級男子(体重・帯・級制限なし) 

4. 幼年 年長中級女子(体重・帯・級制限なし) 

5. 小学 1年男子初級(白帯・オレンジ帯 10級) 

6. 小学 1年男子中級(オレンジ帯 9級・青帯・黄色帯) 

7. 小学 2年男子初級軽量級(25㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

8. 小学 2年男子初級重量級(25㎏以上 白帯・オレンジ帯) 

9. 小学 2年男子中級軽量級(25㎏未満 青帯・黄色帯) 

10. 小学 2年男子中級重量級(25㎏以上 青帯・黄色帯) 

11. 小学 3年男子初級軽量級(28㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

12. 小学 3年男子初級重量級(28㎏以上 白帯・オレンジ帯) 

13. 小学 3年男子中級軽量級(28㎏未満 青帯・黄色帯) 

14. 小学 3年男子中級重量級(28㎏以上 青帯・黄色帯) 

15. 小学 4年男子初級軽量級(32㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

16. 小学 4年男子初級重量級(32㎏以上 白帯・オレンジ帯) 

17. 小学 4年男子中級軽量級(32㎏未満 青帯・黄色帯) 

18. 小学 4年男子中級重量級(32㎏以上 青帯・黄色帯)     小 

19. 小学 5年男子初級軽量級(36㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

20. 小学 5年男子初級重量級(36㎏以上 白帯・オレンジ帯) 

21. 小学 5年男子中級軽量級(36㎏未満 青帯・黄色帯) 

22. 小学 5年男子中級重量級(36㎏未満 青帯・黄色帯) 

23. 小学 6年男子初級軽量級(40㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

24. 小学 6年男子初級重量級(40㎏以上 白帯・オレンジ帯)) 

25. 小学 6年男子中級軽量級(40㎏未満 白帯・オレンジ帯) 

26. 小学 6年男子中級重量級(40㎏以上 青帯・黄色帯) 

27. 小学 1年女子初中級(白帯～黄色帯 体重制限なし) 

28. 小学 2年女子初中級(白帯～黄色帯 体重制限なし) 

29. 小学 3年女子初中級(白帯～黄色帯 体重制限なし) 

30. 小学 4年女子初中級軽量級(32㎏未満 白帯～黄色帯) 

31. 小学 4年女子初中級重量級(32㎏以上 白帯～黄色帯) 

32. 小学 5年女子初中級軽量級(35㎏未満 白帯～黄色帯) 

33. 小学 5年女子初中級重量級(35㎏以上 白帯～黄色帯) 

 

 

 

 

 

 

34. 小学 6年女子初中級軽量級(40㎏未満 白帯～黄色帯) 

35. 小学 6年女子初中級重量級(40㎏以上 白帯～黄色帯) 

 

型の部 

35. 幼年男女(帯・級制限なし) (大極 1) → 号令 

36. 小学 1年男女初級(白帯・オレンジ帯 10級) (大極 1) 

37. 小学 1年男女中級(オレンジ帯 9級～黄色帯) (大極 3) 

38. 小学 2年男女初級(白帯・オレンジ帯) (大極 2) 

39. 小学 2年男女中級(青帯～黄色帯) (大極 3) 

38. 小学 3・4年男女初級(白帯～オレンジ帯) (大極 3) 

39. 小学 3・4年男女中級(青帯～黄色帯) (平安 1) 

40. 小学 5・6年男女初級(白帯～オレンジ帯) (平安 1) 

41. 小学 5・6年男女中級(青帯～黄色帯) (平安 2) 

 

 

組手の部 試合時間 

＊幼年、小学生(初級・中級)、 

本戦 1分、延長 1分、マスト判定 

 

 

型の部 

・幼年の型は号令で行います。 

・小学生の型は同時に無号令で行います。 

・参加人数により部門の統廃合があります。 

・初級の選手が中級に挑戦することは可とします。 

一部試合 

・小学１年生男子・女子 

・小学 2年生男子・女子 

・幼年年中男女混合 

幼年年長男子・女子 

 

二部試合 

・小学 3年生男子・女子 

・小学 4年生男子・女子 

・小学 5年生男子・女子 

・小学 6年生男子・女子 

 

 

 



組手の部のクラス分けは下記の通りとなります。

      

本戦 最終延長戦

1分 なし

1分 なし

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　年中・年長　男女 ○ ○ ○ 任意 × × ○

小学男女（1・2年） ○ ○ ○ 任意 × × ○

小学男子（3・4・5・6年） ○ ○ ○ ○ × × ○

小学女子（3・4・5・6年） ○ ○ ○ ○ 任意 任意 ×

※ヘッドギア・腰赤帯・ヘッドギア赤マークの主催者からの貸し出しは行いません。

小学生（男子・女子）（初級・中級）

幼年(男女)

種目 延長戦

最終延長1分

最終延長1分

　◎「初級」白帯・オレンジ帯　但し、小学1年男子(白帯・オレンジ帯10級)となります。

　◎「中級」青帯・黄帯　　　　　但し、小学1年男子(オレンジ帯9級・青帯・黄色帯)となります。

　　　※「初級」の部の選手が「中級」の部へ出場することは可とします。　

　　　※カラテドリームフェスティバル2019　全国大会　組手選手権大会の部で入賞した選手は出場出来ません。　　　　　　　　　　

　　　　新人戦の部で入賞した選手は可とします。


