
           令和4年4月吉日 

日本赤十字社 災害義援金チャリティー 

2022 新潟県空手道選手権大会のご案内 

◇主催 国際空手道連盟 極真会館 総本部新潟中央道場 

記 

◇開催日時 

令和 4 年 6 月 26 日（日） 

開場 午前 9：00    開会式 10：00 

 

◇試合会場 燕市体育センター １階柔道場内 新潟県燕市大曲 3015   0256-64-3091 

      （北陸自動車道 三条燕 ICより 15分）（上越新幹線 燕三条駅より車で 15分） 

（会場への問い合わせはご遠慮ください） 

◇クラス 組手試合 

№ クラス名 対象 № クラス名 対象 

０ 幼年男女の部 幼年全員（男女） １６ 中学１年生男子の部 中学１年生 

１ 小学１年生男子の部 

小学生男子 

試合出場経験が多い又

は入賞実績のある者 

１７ 中学２・３年生男子の部 中学２・３年生 

２ 小学２年生男子の部 １８ 中学女子の部 中学生 

３ 小学３年生男子の部 １９ 高校生男子の部 高校生 

４ 小学４年生男子の部 ２０ 壮年男子の部 ３５歳以上 

５ 小学５年生男子の部 ２１ 女子の部 高校生以上 

６ 小学６年生男子の部 ２２ 一般新人戦組手の部 ６級以下 

７ 小学１・２年生女子の部 小学生女子 

試合出場経験が多い又

は入賞実績のある者 

２３ 新潟県選手権大会 ４級以上 

８ 小学３・４年生女子の部 

 
９ 小学５・６年生女子の部 

１０ 
小学１年生チャレンジ 

クラス 

試合出場経験が少ない 

又は入賞経験のない 

者（男女） 

茶帯以上又は関東大会

以上出場者は出られま

せん（男女） 

※クラスは申込み人数により、統合又は中止とさせて頂く 

場合があります。 

クラス中止の場合には参加費は返金しますが、欠場の場合

には返金されません。 

 

※表彰について 

各部門の出場選手数により以下の表彰となります。 

８名以上…優勝、準優勝、第三位まで  

７名以下…優勝、準優勝まで 

４名以下…優勝者のみ 

 

１１ 
小学２年生チャレンジ 

クラス 

１２ 
小学３年生チャレンジ 

クラス 

１３ 
小学４年生チャレンジ 

クラス 

１４ 
小学５年生チャレンジ 

クラス 

１５ 
小学６年生チャレンジ 

クラス 

◇参加費 6000 円           

 

◇申込み締切り 5 月 25 日（水）各道場 

各支部責任者の方は所定の申込用紙を道場毎に取りまとめ、5月30日（月）までにお送り下さ

い。（厳守） ※申し込まれた参加料は、参加出来なかったとしても返却致しません。 

 

◇送付先 〒950-2015  新潟県新潟市西区西小針台 1-4-21 極真会館 総本部新潟中央道場  

大会事務局   ℡025－368-9500 



◇サポーター規定        ●は着用義務です。（本部公認、本部指定品サポーターのみ）                   

クラス 
ヘッド 

ガード 
拳ｻﾎﾟ 

一撃 

オープン 
スネ ヒザ 

ファール

カップ 

男子 

マウスガード 

幼小学生 ●※1 ●  ● ● ● 任意 

中学生 ● ●  ● ● ● 任意 

高校生・壮年 ●  ● ● ● ● 任意 

中学生以上女子 ●  ● ● ● ※2 任意 

一般初級 ●  ● ● ● ● 任意 

選手権大会    任意 任意 ● 任意 

※サポーターは公認品です。（男子ファールカップは既製品） 

※中学生以上のヘッドガードは公認品を各自で用意し使用すること。 

※マウスガードは任意となりますが、使用する場合は歯科医師作成の物、又は公認品をご使用下さい。 

※1ヘッドガード（少年部用）は主催者が用意しますので、それ以外のサポーター等は各自ご用意下さい。

個人のヘッドガード（少年部用、規定品）は使用可。 

※2 女子は、クラスに関らず任意で下腹部ガード、胸パットの着用を許可します。 

※選手の帯は必ず帯留めか黒のビニールテープで各自留めておくようにして下さい。 

◇試合時間 

クラス 本戦 延長 体重判定 再延長 

幼年 1分 1分 軽い方 なし 

１年生～６年生 1分30秒 1分 軽い方 なし 

チャレンジクラス 

１年生～６年生 
1分 1分 軽い方 なし 

中学生 1分30秒 1分30秒 軽い方 なし 

高校生 2分 2分 体重差3kg 2分 

壮年 1分30秒 1分 軽い方 なし 

一般新人戦 1分30秒 1分30秒 体重差3㎏ 1分30秒 マストシステム 

選手権（準決まで） 2分 2分 体重差10㎏ 2分 マストシステム 

選手権（決勝戦） 3分 2分 体重差10㎏ 2分 マストシステム 

◎ 注意事項 

  ○参加資格は極真会館の会員でありメディカルサポートへの登録がされていること。 

○記載事項の間違い。体重±５㎏以上があった場合は失格となることもあります。 

申し込みには十分注意して下さい。 

  ○少年部は、安全面を考慮するため前回大会（支部内・型除く）より必ず20日間以上空いていること。 

  〇参加者は事前に健康チェックを各自行って下さい。安全管理には万全を期しますが、万一事故が発生

した場合、応急処置は致しますが一切責任は負いません。 

〇参加者は事前に健康チェックを各自行って下さい。 

  ○その他試合規定や運営、試合判定については一切の異議申し立ては受け付けません。 

   

〇組手部門の一般男子、一般女子クラスに 35 歳以上の方が出場する場合は、全国強化委員に 

申請書の提出が必要です。 

〇来場者は、全員２週間前から体調チェックシートを記入し、当日提出して下さい。 

〇6 歳以上の入場者は、試合の時以外はマスク着用を徹底して下さい。 

  ○当日の昼食はありませんので、各自でご用意下さい。 

 



 

日本赤十字社 災害義援金チャリティー 

2022 新潟県空手道選手権大会 [出場申込書] 

私儀、本大会のルールに従って、正々堂々と技を試し合うことをここに誓います。 

試合中の事故、負傷、死亡、災害等が生じた場合、選手、主催者、関係者に一切の責任、保障を求めません。 

又、主催者が下した裁定について従うことに誓約し出場を申込みます。                               

大会実行委員長 西村淳平 殿  

    年  月   日   

エントリーには支部長の許可、未成年者は保護者の同意が必要です。 

 

選手署名                      印 

 

未成年は保護者                   印 

 

支部長・責任者署名                   印  

ふりがな 組手クラス                   

№                              

の部 

氏 名 

 

総本部会員番号（8 桁） 

 

住所   

 

 

 

緊急連絡先 

 

生年月日（西暦） 年齢 （大会当日） 学年 段級位 

     年     月   日 
                

歳 

              

年 

                  段      

級 

支部名・道場名 性別 身長 体重 

支部 

             道場 
男性 / 女性 

       

ｃｍ        

    

㎏  

2021年 2022 年の大会入賞実績 

2021年 

 

 

2022年 

 

 

※必ず全ての項目に記入してください。  

 



 

日本赤十字社 災害義援金チャリティー 

2022 新潟県空手道選手権大会 

大会審判員ご協力のお願い 

いつもお世話になっております。 

この度「2022 新潟県空手道選手権大会」を開催する運びとなりましたが、参加選手が多数の場合は大会

審判員の数が当支部だけでは足りなくなる恐れがあり、大会審判員のご協力を賜りたくお願い申し上げま

す。 

可能でしたら、支部道場の参加者数に応じ審判員のご協力をお願い致します。 

参加者数が 10 名未満……‥1 名 

参加者数が 20 名未満……‥2 名 

参加者数が 30 名未満……‥3 名 

 

また、大変お手数ではありますが 5 月 30 日（月）までに申込書と一緒にご郵送か、6 月 12 日（日）まで

にメールにてご送信下さいます様、宜しくお願い致します。 

大会開催日時：令和 4 年 6 月 26 日（日）  

9：30  審判員集合 

9：45  審判員打ち合わせ 

10：00  開会式   

大会会場：新潟県燕市大曲 3015   燕市体育センター 柔道場内 0256-64-3091 

※審判資格免許証と笛は各自お持ち下さいます様、お願い致します。 

審判員の皆様には昼食をご用意致します。 

 

審判員ご協力者名簿 

支部・道場名                      

ふりがな 

お名前 

段・級 免許書番号 AJ 以外の資格 

    

    

    

    

    

 

〒950‐2015 新潟県新潟市西区小針台 1－4－21 

国際空手道連盟 極真会館  

総本部 新潟中央道場 

西村 淳平 

℡025－368-9500 

メール hq-j.nishimura@i.softbank.jp 


