
第１９回埼玉キューポラ杯空手道選手権大会募集要項 

主催  極真空手道連盟 極真館 鳩ヶ谷支部 

日時  ２０１９年 ７月 ７日（日） 

場所  川口市立戸塚スポーツセンター 

    住所：埼玉県川口市大字戸塚４５５２  電話：０４８－２９８－９９９３ 

時間  開場：ＡＭ８：４５    開会式：ＡＭ９：４５ 

    受付開始 AM９：００  試合開始 AM１０：００（予定） 

参加資格 ２０１９年度スポーツ安全保険に加入済みであること。 

 

参加クラス 

 ◎型競技 

（１）幼年（男女混合） （２）小学１年（男女混合） （３）小学２年（男女混合） （４）小学３年（男女混合） 

（５）小学４年（男女混合） （６）小学５年（男女混合） （７）小学６年（男女混合） 

 ◎組手競技 

（８）幼年年中以下                  （２８）小学４年女子初級（５級以下） 

（９）幼年年長                    （２９）小学４年女子上級（４級以上） 

（１０）小学１年男子初級（７級以下）         （３０）小学５年女子初級（５級以下） 

（１１）小学１年男子上級（６級以上）         （３１）小学５年女子上級（４級以上） 

（１２）小学２年男子初級（７級以下）         （３２）小学６年女子初級（５級以下） 

（１３）小学２年男子上級（６級以上）         （３３）小学６年女子上級（４級以上） 

（１４）小学３年男子初級（５級以下）         （３４）中学１年男子 

（１５）小学３年男子上級（４級以上）         （３５）中学２，３年男子初級（５級以下） 

（１６）小学４年男子初級（５級以下）         （３６）中学２，３年男子上級（４級以上） 

（１７）小学４年男子上級（４級以上）         （３７）中学１年女子 

（１８）小学５年男子初級（５級以下）         （３８）中学２、３年女子 

（１９）小学５年男子上級（４級以上）         （３９）高校男子初級（５級以下） 

（２０）小学６年男子初級（５級以下）         （４０）高校男子上級（４級以上） 

（２１）小学６年男子上級（４級以上）         （４１）高校女子 

（２２）小学１年女子初級（７級以下）         （４２）一般女子初級（５級以下） 

（２３）小学１年女子上級（６級以上）         （４３）一般女子上級（４級以上） 

（２４）小学２年女子初級（７級以下）         （４４）壮年３６才以上初級（５級以下） 

（２５）小学２年女子上級（６級以上）         （４５）壮年３６才以上上級（４級以上） 

（２６）小学３年女子初級（５級以下）         （４６）一般初級（６級以下） 

（２７）小学３年女子上級（４級以上）         （４７）一般中級（３級以下） 

（４８）一般上級（２級以上） 

 

 （大会会場における注意事項） 

 ＊館内は土足厳禁です。スリッパをご持参してください。 

 ＊ゴミは各自で必ずお持ち帰りください（施設に迷惑をかけないようにお願いします。） 

 ＊施設内の駐車場が少ない為、電車・バスをご利用下さい。もしくは最寄りのコインパーキングをご利用下さい。 

 

 ※オリンピック横のコインパーキングのご利用は控えて下さい。 

 



【エントリーにおける注意事項】 

◎ 型競技 

型競技は初級クラスを対象にして、選手のレベルアップを目的に行いますので、参加資格および参加申し込み 

における注意事項を記載します。 

１．極真館型競技大会（各地方大会含む）にて入賞歴（3位以内）が無い事。（支部内及び交流試合は除く） 

２．４級以下の幼年・小学生が対象。 

３．試合は男女混合で決勝までトーナメント方式（赤白判定）で行います。 

４．指定型 

 出場クラス 指定型 備考 

１ 幼年（男女混合） 太極その１ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

２ 小学１年（男女混合） 太極その３ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

３ 小学２年（男女混合） 太極その３ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

４ 小学３年（男女混合） 太極その３ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

５ 小学４年（男女混合） 平安その１ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

６ 小学５年（男女混合） 平安その１ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

７ 小学６年（男女混合） 平安その１ 決勝までトーナメント方式（赤白判定） 

 

◎組手競技 

選手のレベルアップを目的として開く大会でありますので、２０１９年全日本青少年空手道選手権大会入賞者は参

加を控えて下さい。又、極真館主催の大会に入賞者は更に上を目指す事を目的としている為、過去 1年以内に極真

館主催（下記参照）の大会入賞者した小学６年生以下の選手は出場クラスを上げてエントリーして下さい。 

１． 全関東練成大会 ２．埼玉県大会 ３．南東北大会  ４．全日本青少年大会新人戦 

例）幼年年長の場合         小学１年男子（女子）初級のエントリー 

  小学１年男子（女子）初級の場合 小学１年男子（女子）上級又は小学２年生男子（女子）初級にエントリー 

  小学１年男子（女子）上級の場合 小学２年男子（女子）上級にエントリー 

  小学６年男子上級の場合     中学１年男子にエントリー 

  小学６年女子上級の場合     小学６年男子上級又は中学１年女子にエントリー 

◎上記大会での入賞歴が初級クラスであった場合で、現在の級が上級クラスになった場合には、現在の学年の上級

クラスでエントリーして下さい。 

 尚、参加人数によりクラスが統合される場合があります。 

 

（サポーター類に関して） ★着用義務があるもの◎印 

 ﾍｯﾄﾞ･ｷﾞｱ 拳ｻﾎﾟｰﾀｰ 脛ｻﾎﾟｰﾀｰ ﾌｧｰﾙｶｯﾌﾟ 膝ｻﾎﾟｰﾀｰ ﾏｳｽﾋﾟｰｽ ﾁｪｽﾄｻﾎﾟｰﾀｰ 胸ｶﾞｰﾄﾞ 帯止め 

幼年 ◎ ◎ ◎ 

 

◎ ◎ 任意 ― 

 

 

任意（女子） ◎ 

小学１年～中学生 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 任意 ◎ 任意（女子） ◎ 

高校生/高校女子 

こうこう 

◎（面なし） ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 任意（女子） ◎ 

一般女子上級 ― ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ◎ ― ◎ 任意 ― ◎ ◎ 

壮年/一般（女子）初級 

いっぱん 

◎（面なし） ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ◎ ◎ ◎ 任意 ― ◎（女子） ◎ 

一般中級 ― ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ◎ ◎ ◎ 任意 ― ― ◎ 

一般上級 ― ― ― ◎ ― 任意 ― ― ◎ 

＊ヘッドギァは各自（各支部・道場）用意して下さい。 

＊小学１年生から高校生の女子は、極真館推奨の『胸ガード』（イサミ製 TT‐２８）を着用する場合に限り、 

『チェストサポーター』の着用義務はありません。 

※『チェストサポーター』と『胸ガード』の併用はできません。 

※拳ｻﾎﾟｰﾀｰは薄手の物、中のクッションを抜いたものは不可。ｲｻﾐ製 L-３６５および同等品とする。 

 

 



 

★試合時間 

クラス 本線 延長 体重判定 再延長 

幼年～２年生 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 

小学３年～中学 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒 

高校生～一般女子 ２分 ２分 ５ｋｇ ２分 

壮年部、一般初級 １分３０秒 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒 

一般中級、上級 ２分 ２分 ５ｋｇ ２分 

 

◎参加申し込み 

 ・申込締切り ２０１８年６月７日（金）各道場締切り（申込書に参加費を添えて所属道場に 

提出して下さい。 

・参加費 型、組手 各４０００円 

 両方にエントリーの場合 ７０００円 

  

                     切り取り                           

第１９回埼玉キューポラ杯空手道選手権大会 参加申込書 

  私儀、武道精神に則り、本大会のルールに従って、正々堂々と技を試し合う事をここに誓います。 

  また、大会開催中に負傷及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。 

  ふりがな                        高校生以下記入 

道場生氏名                    保護者氏名                     

 所属              支部           道場 

 男／女 学年     年齢    歳 身長      体重           級／段 

出場クラス（   ）                  の部 

１年以内の入賞歴                    大会      位 

車でお越し方は車両ナンバーを記入願います。（                     ） 

＊ 各項目の記入漏れの無いようにお願いします。 

 

◎申し込み締め切り後の受付は一切行いませんので、ご了承願います。 

 


