
○選手受付／　午前９：００　　　　○予選開始／１０：３０ 　○会場／広島市西区スポーツセンター
広島市西区庚午南2-41-1     TEL：082-272-8211　

○クラス

全中四国空手道選手権大会、全中四国チャレンジカップ初級の部、中級の部の3クラス
選手権大会は各支部代表が出場できます。
チャレンジカップ（初級、中級の部）の出場資格は別紙のカテゴリーでご確認ください。

　選手権大会とチャレンジカップの統合の場合は事前に連絡させていただきます。

※少年部は前回出場した大会から今大会まで最低21日間（支部内試合を除く）が経過していること
　　　　　　　　　　　　　各クラスの出場規定、着用防具は別紙のカテゴリー、サポーター類装着規定でご確認ください。

選手権大会参加料

チャレンジカップ参加料

（一旦納入された参加料は理由の如何に関わらず返金できませんので予めご了承ください。）
※本大会出場者全員にスポーツ保険加入しておりますが、武道共済に加入していることが条件となります。

○診断書提出締切 6月10日（月）必着

日時／令和元年6月23日（日）

日本赤十字社 災害義援金チャリティー

第5回全中四国空手道選手権大会
（第4回全中四国チャレンジカップ）

（国際空手道連盟 極真会館オフィシャル大会）
主催／国際空手道連盟　極真会館　広島県支部

※チャレンジカップ（初、中級の部）は参加人数次第で統合になる場合がありますが事前連絡は致しませんのでその旨了承の上申込をして下さい。

申込締切申込締切申込締切申込締切　：　（　：　（　：　（　：　（申込締切申込締切申込締切申込締切）　）　）　）　5555月月月月17171717日日日日（（（（金金金金）　　　）　　　）　　　）　　　

備考

締切5月17日（金）

申込参加料

　選手権大会、チャレンジカップ共、体重別、中学生以上の学年別、年齢別に分かれている階級も参加人数次第で統合になる場合があります。

備考申込参加料

締切5月17日（金）

一般（中学生以上） 弁当・記念品付※スポーツ保険込

少年（幼年～小学６年生） 弁当・記念品付※スポーツ保険込

¥11,340

¥9,180

一般（中学生以上） 弁当・記念品付※スポーツ保険込

少年（幼年～小学６年生） 弁当・記念品付※スポーツ保険込

¥9,180

¥8,100

○診断書提出締切 6月10日（月）必着

○出場資格
国際空手道連盟極真会館に会員登録をしているもの。
武道共済に加入しているもの。
各支部の支部長の許可を得た者。
医師の所見により出場可能と認められた者

○試合規定
国際空手道連盟規約に準じ、各階級３位まで表彰する。但し別紙の防具の着用を義務づける。
※申込提出後、昇級、昇段した場合は申込書に記入している帯を締めて出場してください。
※チャンピオンクラスに出場する選手、体重別のクラスに出場する選手は当日計量を行います。

申込体重と５ｋｇ以上差がある場合失格となる場合があります。
　

○全日本大会（青少年・壮年・女子大会）選考基準
　なお全日本以上の大会に出場したい選手は全中四国空手道選手権大会に出場しなければ出場資格が得られません。

  選考基準は各支部の規定に従ってください。

○申込方法
申込書に必要事項を記入、署名、捺印の上、総本部会員証のコピー、医師の診断書（所定のもの）、写真（カラー２枚）、
申込書参加料を添えて、大会事務局までお申し込みください。記念品のＴシャツのサイズを記入してください。
※高校生以下は医師の診断書は必要ありませんが、学校の健康診断書を元に保護者の責任のもと参加してください。

○送付先
国際空手道連盟　極真会館　広島県支部　全中四国大会事務局
〒730-0044広島県広島市中区宝町1-20  宝町第一ビル２Ｆ　 TEL　082-542-1213

○記念Ｔシャツサイズ
一般の方は5L～Sまで、少年部は100～ＳＳまでのおおよそのサイズを記入してください。

○注意事項
①所属道場責任者の承認を得ること。何らかの事情で参加不能となった場合は必ず大会事務局まで連絡してください。
②集合時間を厳守し会場内では係員の指示に従ってください。
③支部、道場のワッペン、サイン等は白い布で隠してください。
④大会は武道の大会のため奇抜な髪型（金髪、ラインを入れる等）や道着の裾を短くする等は禁止します。反する場合は試合に出場できません。
⑤大会に出場する選手はもちろん、観戦される付き添いの方、保護者の方におかれましても、社会一般のルールを守って行儀よく観戦されますようお願いします。

※係員の指定した場所以外での駐車、他車の通行の妨げになる様な横柄な駐車、指定場所以外での無断駐車などマナーの悪い方は会場への入場を禁止します。
　また、指定の喫煙場所以外での喫煙、自分で出したゴミは各自持ち帰る等、常識外の行動は禁止します。

⑥貴重品の管理は各自でお願いいたします。
⑦試合に勝敗に関わらず選手は閉会式まで参加してください。正当な理由がなく帰った場合は入賞は取り消します。また次回より大会の参加をお断りします。



幼年の部　（男女混合）

小学１年生男子の部　

小学２年生男子の部　

小学３年生男子の部　

小学４年生男子の部　

小学５年生男子　-40㎏の部　

小学５年生男子重量　+40㎏の部　

小学６年生男子軽量　-40㎏の部　

小学６年生男子重量　+40㎏の部　

小学1.2年生女子の部　

小学3.4年生女子の部　

小学5.6年生女子　－40㎏の部　

小学5.6年生女子　+40㎏超の部　

中学１年生男子　-50㎏の部

中学１年生男子　+50㎏の部

中学2.3年生男子　-55㎏の部

中学2.3年生男子　+55㎏の部

中学生女子　-45㎏の部　

中学生女子　+45㎏の部　

高校１年生男子　-65㎏の部

高校１年生男子　+65㎏の部

高校2.3年生男子　-65㎏の部

高校2.3年生男子　-75㎏の部

高校2.3年生男子　+75㎏の部

高校女子　-50㎏の部　

高校女子　+50㎏の部　

壮年（３５～３９才）の部　

壮年（４０才～４９才）の部

壮年（５０才以上）の部

幼年（初級）　の部（男女混合） 白帯のみ

小学１年生男子（初級）　の部　

小学２年生男子（初級）　の部　

小学３年生男子（初級）　の部　

小学４年生男子（初級）　の部　

小学５年生男子（初級）　の部　

小学６年生男子（初級）の部　

小学生1.2年生女子（初級）の部　

小学生3.4年生女子（初級）の部　

小学生5.6年生女子（初級）の部　 青帯まで

幼年（中級）　の部（男女混合） ｵﾚﾝｼﾞ帯以上

小学１年生男子（中級）　の部　

小学２年生男子（中級）　の部　

小学３年生男子（中級）　の部　

小学４年生男子（中級）　の部　

小学５年生男子（中級）　の部　

小学６年生男子（中級）の部　

小学生1.2年生女子（中級）の部　

小学生3.4年生女子（中級）の部　

小学生5.6年生女子（中級）の部　 黄帯以上

中学生男子　-55㎏の部

中学生男子　+55㎏の部

中学生女子　-45㎏の部　

中学生女子　+45㎏の部　

高校１年生男子　-65㎏の部

高校１年生男子　+65㎏の部

高校2.3年生男子　-65㎏の部

高校2.3年生男子　-75㎏の部

高校2.3年生男子　+75㎏の部

高校生女子　-50㎏の部　

高校生女子　+50㎏の部　

壮年（３５～３９才）の部　

壮年（４０才～４９才）の部

壮年（５０才以上）の部

体重判定（5㎏以上有効）
（準決勝以降）3分/2分/2分/体重判定（5kg以上有効）/2分

一般（初級）の部 青帯まで
（予戦）2分/2分/体重判定（10kg以上有効）2分　

体重判定（10㎏以上有効）
（準々決勝以降）3分/2分/2分/体重判定（10kg以上有効）/2分

黄帯以上

青帯以上

黄帯まで

2分/90秒/体重判定（軽い方が勝ち）

一般女子（初級）の部
（予戦）2分/2分/体重判定（5kg以上有効）2分　

階級 出場資格 試合時間 備考

90秒/1分/体重判定（軽い方が勝ち）

原則として全中四国空手道選手権大会に出場する選手以
外は参加できますが、過去1年以内に支部内、支部外の試
合でベスト4に入賞している選手は出場できません。（但
し、ソフトクラスと名の付く試合のベスト4は除く）

ｵﾚﾝｼﾞ帯まで

青帯まで

ｵﾚﾝｼﾞ帯まで

青帯以上

一般上級の部 原則黄帯以上
（予戦）2分/2分/体重判定/2分　

体重判定（10㎏以上有効）
（準々決勝以降）3分/2分/2分/体重判定/2分

カテゴリー　（全中四国チャレンジカップ）

体重判定（5㎏以上有効）

（予戦）90秒/90秒/体重判定/90秒　　

体重判定（3㎏以上有効）
（準決勝以降）2分/90秒/体重判定/90秒

一般女子上級の部 原則緑帯以上
（予戦）2分/2分/体重判定2分　

体重判定（5㎏以上有効）
（準決勝以降）3分/2分/2分/体重判定/2分

カテゴリー　（全中四国空手道選手権大会）

階級 出場資格 試合時間 備考

各支部規定

90秒/90秒/体重判定/90秒 体重判定（3㎏以上有効）

に従う

2分/2分/体重判定/2分



幼年 幼年
～ ～

小学生 小学４年生生 （女子） （男子） （女子）
（男子） （女子）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

歯科医作成のもの 歯科医作成のもの 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

既製品　 既製品　 既製品　 既製品　 既製品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ
（各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

（各自準備）

※（任意）

（各自準備）

※（任意）

幼年 幼年
～ ～

小学生 小学４年生生 （女子） （男子） （女子）
（男子） （女子）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

歯科医作成のもの 歯科医作成のもの 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

既製品　 既製品　 既製品　 既製品　 既製品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾝｶﾞｰ
（各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品 公認品
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　 公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

（各自準備）

※（任意）

（各自準備）

※（任意）

※女子は道着の中に白無地Tシャツのみ着用可。

サポーターサポーターサポーターサポーター類類類類のののの購入方法購入方法購入方法購入方法
（（（（重要重要重要重要））））公認品公認品公認品公認品・・・・・・・・・・・・各支部各支部各支部各支部よりよりよりより購入購入購入購入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。支部支部支部支部でででで支給支給支給支給されるされるされるされる普段使用普段使用普段使用普段使用しているサポーターではありませんしているサポーターではありませんしているサポーターではありませんしているサポーターではありません。。。。

　マウスガードマウスガードマウスガードマウスガード公認品公認品公認品公認品につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては医事委員会指定医事委員会指定医事委員会指定医事委員会指定のののの歯科医歯科医歯科医歯科医にてにてにてにて作成作成作成作成してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。※中学生のマウスガードは公認品でなくても構いせん。

既製品・・・お近くのスポーツ店にて購入してください。各支部でも販売しています。

-

-

-

　　　　防具類等防具類等防具類等防具類等はははは各自各自各自各自がががが用意用意用意用意してしてしてして使用使用使用使用することすることすることすること。。。。（（（（普段稽古普段稽古普段稽古普段稽古でででで使用使用使用使用しているサポーターはしているサポーターはしているサポーターはしているサポーターは使用使用使用使用できませんできませんできませんできません））））

小学生のヘッドガードは主催者が用意したものを使用しますが、指定品を各自用意して使用可能。指定品（イサミ製CKW-10　または　ＴＴ-25）
当日サポーターチェックを行いますがその際に装着規定のサポーターでなかった場合は試合に出場できません。

公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

胴プロテクター 支部準備 支部準備 支部準備 支部準備 支部準備 支部準備 支部準備 支部準備 - -

下腹部ガード -
公認品　 公認品　

-
公認品　

-
公認品　

-

膝サポーター - -

スネサポーター - -

チェストガード -
公認品　 公認品　

-
公認品　

-
公認品　

-
公認品　

（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

ファールカップ - - - - -

拳サポーター - -
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

-

ヘッドガード 支部準備 支部準備 支部準備 - -

マウスガード - - - -

部門
小学5・6年生 中学生 中学生 高校生 高校生

壮年 一般女子 一般男子
（女子） （男子）

公認品　
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

全中四国チャレンジカップサポーター類装着規定

下腹部ガード -
公認品　 公認品　

-
公認品　

膝サポーター - -

-
公認品　

-

スネサポーター - -

チェストガード -
公認品　 公認品　

-
公認品　

-
公認品　

-
公認品　

（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

-

ファールカップ - - - - -

拳サポーター - -
（各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備） （各自準備）

全中四国空手道選手権大会サポーター類装着規定

部門
小学5・6年生 中学生 中学生 高校生 高校生

壮年 一般女子 一般男子
（女子） （男子）

ヘッドガード 支部準備 支部準備 支部準備 - -

マウスガード - - -



大会実行委員長　殿
私儀、本大会の試合規定に従って、正々堂々と技を試あうここに誓います。また、大会開催中の
負傷および事故等が生じた場合、主催者に対しまして一切責任を問いません。

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　

保　護　者　　　　　　　　　　　　　　　

（未成年者は保護者の署名、捺印が必要です）

 ふ　り　が　な
 氏　　　　　名

現住所
〒　　　-

ＩＫＯに登録されていますか？　　はい　・　いいえ

第５回全中四国空手道選手権大会

出　場　申　込　書

印

印

生年月日 学年

第４回全中四国チャレンジカップ

昭和
年　　月　　日

幼・小・中・高

平成

平成・令和　　　　年　　　　　月　　　　　日
写 真

（単身道着カラー）

（縦4cm×横３cm）

他に１枚同封（計２枚）

裏面に氏名

支部名記入

ここに会員証コピー貼付してく

ださい。

会員証のコピーがない場合、申

込できませんのでご了承くださ

い。ＩＫＯポータルに登録済の

場合は「はい」のところに○を

してください。その場合会員証

のコピーは必要ありません。

注意注意注意注意
奇抜奇抜奇抜奇抜なななな髪型髪型髪型髪型のののの選手選手選手選手はははは
出場出場出場出場をををを取取取取りりりり消消消消しますしますしますします。。。。

「「「「金髪金髪金髪金髪、、、、 ラインラインラインライン入入入入れれれれ

段差段差段差段差がががが激激激激しいしいしいしい等等等等」」」」

写真及写真及写真及写真及びびびび試合当日試合当日試合当日試合当日のののの

髪型髪型髪型髪型もももも含含含含みますみますみますみます。。。。

ＩＫＯに登録されていますか？　　はい　・　いいえ

電話番号

携帯番号

メールアドレス

所属道場 身長 体重 出場クラス

支部 道場
空手歴 段位

大会入賞歴　【大会名・クラス・順位等】

一般（中学生以上）11,340円
少年（小学生以下）9,180円

一般（中学生以上）9,180円
少年（小学生以下）8,100円

※重要※
出場出場出場出場クラスはクラスクラスはクラスクラスはクラスクラスはクラス名名名名にににに○○○○をををを、、、、階級階級階級階級をををを必必必必ずずずず記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
極真会館会員証のコピー、顔写真を必ず添付すること。無い場合、試合には出場できません。

申込締切（5/17まで）
全中四国空手道選手権大会

全中四国チャレンジカップ

支部長支部長支部長支部長・・・・道場責任者署名道場責任者署名道場責任者署名道場責任者署名

下にあるサイズ以外は注文できません

5Ｌ・4Ｌ・3Ｌ・ＬＬ・Ｌ・Ｍ・Ｓ
SS・150・140・130・120・110・100

ｃｍ ｋｇ

（　  ）段・（　  ）級　　　年　    　  ヶ月
記念Ｔシャツサイズ記入欄 ※※※※記念記念記念記念ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツ　　　　サイズサイズサイズサイズ

下にあるサイズを記入してください。

武道共済に加入していますか？ はい　　・　　いいえ
加入していない場合試合には出れません。

（　　　　　　　　　　　）の部　←階級です

選手権大会・チャレンジカップ　←どちらかに○をしてください。

※必須　総本部会員番号

年　　月　　日

（　　　才）

平成
年生

極真会館会員証のコピー、顔写真を必ず添付すること。無い場合、試合には出場できません。
会員証のコピーをこの申込書に貼付し、申込金と合わせて指導員まで提出してください。
大会要項の注意事項を遵守し、こちらで違反があると判断した場合は出場をお断りする場合があります。



健  康  診  断  書 
 
 

INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN 

国際空手道連盟極真会館 

 
本診断書は、国際空手道連盟極真会館が主催する大会に出場する為に必要な書類です。上記の選手が空手の
試合に出場できる体力を有し、正常な心肺機能、精神状態であるか否かを証明いただきたくお願い申し上げる次
第です。なお、胸部レントゲン及び心電図所見等は、常に必要ではありません。 

 

差し支えなければ、本書式をご利用戴ければ幸いです。 
 
 

診断書に関するお問い合わせは 

 

TEL０４５－４３９－５０２０ 国際空手道連盟極真会館医事委員会まで 

選手氏名： 殿 男  ・  女 

現住所： 

生年月日    昭和・平成      年      月      日生 

身長  ・    cm 体重 ・     kg 

血圧 ／  

その他一般身体所見 
 
 
 
 
 
 
既往歴および既往障害 
 
 なし ・ あり 
 
(                             ) 

上記の通り診断致します。  

医療機関 

所 在 地 ： 
 
名 称 ： 
 

 
(作成日) 平成    年    月    日 医師氏名：                  印 


