
　丸亀城石垣復旧チャリティー

第２回 香川県空手道選手権大会
THE　２nd　KAGAWA

KARATE　CHAMPIONSHIPS

参加選手募集要項　

■主催：NPO法人 全世界空手道連盟 新極真会 香川中央支部

■主管：新極真会 香川中央支部 原内道場

■開催日時：２０２2年2月12日（日）

■会場：丸亀市 飯山総合運動公園体育館（丸亀市飯山町東坂元2713番地1）

□試合形式：全世界空手道連盟ルールで、組手競技と型競技（個人と団体）を実施します。

□出場資格： ①総本部会員登録が完了している新極真会の会員。

　　　　　　　　　　 ②JFKO所属団体のフルコンタクト空手を愛好をしている健康な男女。

　　　　　　　　　　 ③その他、大会実行委員会が参加を認めた者。

□参加費：　 組手・錬成の部・・・5,500円　、　型個人・県大会の部・・・4,400円

型団体・県大会の部・・・２,２00円　、　組手・県大会の部・・・7,700円

※二部門参加の場合は合計金額から－2,200円、三部門参加の場合は合計金額から－3,300円

　 四部門参加の場合は合計金額から－４,４00円とします。

□申込方法： 新極真会香川中央支部生は、各道場の先生に申込書と参加費を合わせてご提出下さい。

　　　　　　　　　　 上記にに当てはまらない方は、各支部・道場毎に代表者様からの一括申込みをお願いします。

　　　　　　　　　　 　　まず初めに、大会事務局にPCメールを送信して下さい。

　　　　　　　　　　 　　申込み用のエクセルファイルを送信しますので、そちらに選手全員の必要事項を入力して、

　　　　　　　　　　 　　PCメールにて送信をお願い致します。尚、個別の出場申込み用紙もご提出をお願いします。

 ※PCメールが使用できない場合、郵送でも受付けしますが、

　　コンピュータ処理を行うため、可能な限り電子データでお願い致します。

　　郵送の場合は、同封の申し込み用紙に記入をお願い致します。

PCメールアドレス　ｔｔｋｍｍ673＠ybb.ne.jp

参加費用は、下記の口座へ銀行振込か現金書留にて宜しくお願い致します。
〒761-0113　

香川県高松市屋島西町６７８－８０－５１４

　　　　　　新極真会香川中央支部　支部長　原内卓哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　090-4509-2977

恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担下さいませ。

高松信用金庫　丸亀南支店　普通　４８４１９５２

　　　　　　　　　　　新極真会　原内道場　　原内卓哉

申し込み締め切り日・・・１月10日（火）



香川県空手道選手権大会・組手試合規約　

□試合時間：  
階級 本戦 延長 再延長 体重判定 最終延長

錬成の部 １分 － － － １分

県
大
会

幼年 １分 － － － １分
小学生 １分３０秒 － － － １分
中高生 １分３０秒 １分３０秒 － － １分
シニア １分３０秒 － － － １分

一般男女 ２分 ２分 ２分 ３kg ２分

□防具規定： 

※シニア、錬成の部の一般部門は高校生に準じる。
※県大会一般男子の部は、原則としてファールカップ以外は着用出来ない。
※高校生が一般の部に出場の場合、希望者は足サポーターの着用を認める。
※県大会一般女子の部は、アンダーガードとレッグサポーターを着用すること。

□有効技：  手技による中段以下（首よりも下）への攻撃は有効。（金的は除く）

　　　　　　　　　　足技による金的以外への攻撃は有効。
　　　　　　　　　　※掛けの無い上段膝蹴りは有効です
□反則技：  手技による上段（首よりも上）への攻撃。
　　　　　　　　　　金的への攻撃。
　　　　　　　　　　押し、掛け、掴み。倒れた相手への加撃。

※反則には「注意」が与えられ、注意２回で減点１、減点２で失格となる。
□勝敗：  一本勝ち、判定勝ち、反則による失格、不戦勝がある。

　負傷により、主催者判断やドクターストップによる試合中止もあり得る。

※その他の詳細は、新極真会ホームページの「大会規約」に準じます。

□表彰：  参加者数７名以下・・・優勝
　　　　　　　 参加者数８～15名・・・優勝、準優勝
　　　　　　　 参加者数16名以上・・・優勝、準優勝、三位、三位

※応募人数により、クラスを統廃合する場合があります。
※ウェブサイトや新聞・雑誌に、氏名や写真が掲載される場合がありますが、
　 試合に出場する時点でこれを了承したものとみなします。



県大会・組手クラス （帯による区分けはありません）

幼年男女混合 小１男子 小１女子 小２男子 小２女子 小３男子 小３女子

年中 年長
軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級
23kg 23kg 23kg 23kg 23kg 23kg 23kg 23kg 25kg 30kg 30kg 25kg 30kg 30kg

未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 未満 以上 未満 未満 以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

小４男子 小４女子 小５男子 小５女子 小６男子
軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級
30kg 35kg 35kg 30kg 35kg 35kg 33kg 40kg 40kg 33kg 40kg 40kg 35kg 42kg 42kg

未満 未満 以上 未満 未満 以上 以下 未満 以上 以下 未満 以上 以下 未満 以上

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

小６女子 中学１年男子 中学１年女子 中学２、３年男子 中学２、３年女子
軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級
35kg 42kg 42kg 42kg 50kg 50kg 42kg 50kg 50kg 49kg 54kg 54kg 49kg 54kg 54kg

以下 未満 以上 以下 未満 以上 以下 未満 以上 以下 未満 以上 以下 未満 以上

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

高校生男子 高校生女子 学生男子 シニア30～35 シニア36～40 シニア41～45

軽量級 軽中量級 中量級 軽重量級 重量級 軽量級 中量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級
50kg 50kg 50kg 50kg 70kg 50kg 54kg 54kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg
未満 未満 未満 未満 以上 未満 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

シニア46～50 シニア51～55 シニア56～60 シニア61～ 女子30～36 女子37～43 女子44～50 女子51～
軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級 軽量級 重量級
70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 70kg 55kg 55kg 55kg 55kg 55kg 55kg 55kg 55kg
未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

一般女子 一般男子
軽量級 軽中量級 中量級 軽重量級 重量級 軽量級 軽中量級 中量級 軽重量級 重量級

48kg 53kg 58kg 63kg 63kg 60kg 65kg 75kg 85kg 85kg
未満 未満 未満 未満 以上 未満 未満 未満 未満 以上

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

錬成の部・組手クラス （主に初中級者対象です。体重による区分けはありません）

幼年男女混合 小１男子 小１女子
年少 年中 年長・白帯 年長・橙帯 白 橙 青 白帯 橙帯 青帯

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

小２男子 小２女子 小３男子 小３女子
白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

小４男子 小４女子 小５男子 小５女子
白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄 白・橙

帯
青 黄

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

小６男子 小６女子 中学男子 中学女子
白・橙 青 黄 白・橙 青 黄 白・橙 青 黄 白・橙 青 黄

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

一般女子（高校生以上） 一般男子（高校生以上）

白 橙 青 白 橙 青

135 136 137 138 139 140

シニア35～42歳 シニア43～49歳 シニア50～59歳 シニア60歳～
白・橙 青 白・橙 青 白・橙 青 白・橙 青

141 142 143 144 145 146 147 148



香川県空手道選手権大会・型試合規約　

□規定型：  個人の部

クラス
幼年クラス 小学一年生クラス 小学二年生クラス 小学三年生クラス

男女混合 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部

番号 1 2 3 4 5 6 7

予選 太極その3 太極その3 平安その１ 平安その２

決勝 平安その１ 平安その１ 安三（ヤンツー） 突きの型

クラス
小学四年生クラス 小学五年生クラス 小学六年生クラス 中学生クラス

男子の部 女子の部 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部

番号 8 9 10 11 12 13 14 15

予選 平安その３ 平安その５ 平安その５ 臥竜

決勝 平安その４ 撃塞小 撃塞小 自由

クラス
高校生クラス 19歳以上35歳未満クラス 35歳以上49歳未満クラス 50歳以上クラス

男子の部 女子の部 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部 男子の部 女子の部

番号 15 16 17 18 19 20 21 22

予選 臥竜 征遠鎮 征遠鎮 撃塞大

決勝 自由 自由 自由 自由

□規定型：  団体の部

Ⅰ部 Ⅱ部
・茶帯以上の選手が含まれるチーム ・全員が緑帯以下のチーム

1 2

□その他
型競技に、新極真会所属以外の選手も参加可能ですが、型動作の基準は新極真会の教則ＤＶＤに準じます。
個人戦は、全試合で二人同時演武とし、規定型を行って下さい。
個人戦中学生以上は決勝戦は自由型とします。演武は単独で行います。
団体型の判定基準は、三名の動作の同調を第一基準として判定します。
団体型は規定型の無い自由演武ですが、「三戦」「転掌」は不可とします。



第２回香川県空手道選手権大会出場申込書
　　　○開催日時：２０23年２月１２日　　○会場：丸亀市飯山総合運動公園体育館　メインアリーナ

大会実行委員長　　原内卓哉　殿

私儀、正々堂々と競技する事をここに誓います。
令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ ※未成年者は、保護者の署名・捺印要

選手氏名 印 印

現住所
TEL

職業 生年月日

学校名・学年 性別 男　・　女

段級位 修行年数

身長 体重

所属流派・道場 新極真会会員番号

団体名 支部名 道場名

参加部門

　◎組手・錬成の部　（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　）　（番号：　　　　　　　　）

　◎型個人・県大会の部　（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　）　（番号：　　　　　　　　）

　◎型団体・県大会の部　（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　）　（番号：　　　　　　　　）

　◎組手・県大会の部　（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　）　（番号：　　　　　　　　）　

開催年（西暦） 大会名称 順位 主催団体

主
な
戦
績

型

組手


