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2019 秋季西東京都空手道選手権大会  ビギナーズカップ 

【開催日時】 ２０１９ 年１０月２０日（日）  

  

【会場】   駿河台大学体育館 所在地：〒357-8555 埼玉県飯能市阿須 698  

  

  

【集合時間】 午前    ８：１５ お手伝い集合   

午前  １０：００ 型の部選手集合 審判集合（笛持参・ネクタイ着用）  

午前  １０：３０ 試合開始予定  

  

午後  １２：３０ 組手の部選手集合 （体重制限があるクラスは計量） 

 午後  １３：００ 午後の部試合開始予定  

  

【参加申込料】 組手 ／型  各 6,000 円  ダブルエントリー9,000円 

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

※参加申込料・出場誓約書・健康診断書（任意）を道場担当者に締切りまでに提出。  

締切り後の申込みは一切認めません。  

  

【締切日】       月    日（    ）  道場担当者            まで。  

  

【当日欠場する場合】 試合当日欠場する場合、道場担当者の携帯電話に連絡する事。  

会場には絶対に電話しないように。   担当者名           携帯                     

  

【参加資格】  

・IKO ポータル（総本部会員登録）やメディカルサポートに加入している者。  

  

・組手ビギナーズカップには、以下の選手は申込出来ません。 

① 過去の国際親善、極真祭、関東大会などでベスト 16 以上、西東京都大会での入賞経験者、あるいは同等の

実力があると指導者が認めた選手。 

② 以前のビギナーズ大会入賞者。（但し８名以下トーナメント入賞者は除く） 

例 過去小学 1年の時に入賞した現小学 2年生時は出場不可 

過去小学 3年で入賞した現 4年生は今回の黄色・緑帯の部は出場可能。 

前回・前々回の西東京地区ビギナーズ黄帯以下のクラスの入賞者は、カテゴリーが違いますので参加可能なり

ます。詳しくは指導者にご相談ください。  

  

・尐年部は前回出場の試合（支部内交流試合・型競技を除く）から今大会までに２０日間以上経過している事。 

・型競技についての出場規定はありません。  

西東京都大会ブログ https://ameblo.jp/kyokushin-westtokyo/  



大会カテゴリー                            2019/10/20 西東京都大会 

 

◆組手は全てのクラスにおいて、申告した身長・体重に誤差(身長 5cm 以上、体重 5kg 以上) があった場合は失格。  

◆計量のあるクラス（－〇〇ｋｇ級）で体重オーバーは失格。但し、体重の超過が１ｋｇ未満の場合に限り、第一試合開始前まで

に一度だけ再計量の機会を与えられる。  

◆１つのカテゴリー参加選手が３名以下の場合、学年や年齢、又は体重別をあわせて１クラスにする事もあります。その際、運営

側より選手・支部長に確認し、選手は出場を辞退する事も出来ます。（その場合参加申込料は返却致します）  

№ 型の部　クラス名（午前） 試合形式

1 小学1年生

2 小学２年生

3 小学３年生初級の部(白～青帯)

4 小学３年生中級の部（黄・緑帯）

5 小学４年生初級の部(白～青帯)

6 小学４年生中級の部（黄・緑帯）

7 小学５年生初級の部(白～青帯)

8 小学５年生中級の部（黄・緑帯）

9 小学６年生初級の部(白～青帯)

10 小学６年生中級の部（黄・緑帯）

№ 組手の部　クラス名（午後） 延長

11 幼年混合　（オレンジ帯～黄帯）

12 小学１年生男子　（オレンジ帯～黄帯）

13 小学１年生女子　（オレンジ帯～黄帯）

14 小学２年生男子　（オレンジ帯～黄帯）

15 小学２年生女子　（オレンジ帯～黄帯）

16 小学３年生男子  －30㎏級　 （オレンジ帯～黄帯）

17 小学３年生男子　＋30㎏級　 （オレンジ帯～黄帯）

18 小学３年生女子  －30㎏級　 （オレンジ帯～黄帯）

19 小学３年生女子　＋30㎏級　 （オレンジ帯～黄帯）

20 小学４年生男子　－30㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

21 小学４年生男子　＋30㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

22 小学４年生男子　－30㎏級　 （黄帯・緑帯）

23 小学４年生男子　＋30㎏級　 （黄帯・緑帯）

24 小学４年生女子　－30㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

25 小学４年生女子　＋30㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

26 小学４年生女子　－30㎏級　 （黄帯・緑帯）

27 小学４年生女子　＋30㎏級　 （黄帯・緑帯）

28 小学５年生男子　－35㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

29 小学５年生男子　＋35㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

30 小学５年生男子　－35㎏級　 （黄帯・緑帯）

31 小学５年生男子　＋35㎏級　 （黄帯・緑帯）

32 小学５年生女子　－35ｋｇ級　 （オレンジ帯・青帯）

33 小学５年生女子　＋35ｋｇ級   （オレンジ帯・青帯）

34 小学５年生女子　－35㎏級　 （黄帯・緑帯）

35 小学５年生女子　＋35㎏級　 （黄帯・緑帯）

36 小学６年生男子　－40㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

37 小学６年生男子　＋40㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

38 小学６年生男子　－40㎏級　 （黄帯・緑帯）

39 小学６年生男子　＋40㎏級   （黄帯・緑帯）

40 小学６年生女子　－40㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

41 小学６年生女子　＋40㎏級　 （オレンジ帯・青帯）

42 小学６年生女子　－40㎏級　 （黄帯・緑帯）

43 小学６年生女子　＋40㎏級　 （黄帯・緑帯）

44 中学１年生男子  　 －50kg級        （オレンジ帯～黄帯）

45 中学１年生男子　　 ＋50kg級        （オレンジ帯～黄帯）

46 中学２・３年生男子　－55kg級      （オレンジ帯～黄帯）

47 中学２・３年生男子　＋55kg級      （オレンジ帯～黄帯）

48 中学生女子　        －45kg級         （オレンジ帯～黄帯）

49 中学生女子          ＋45kg級         （オレンジ帯～黄帯）

50 高校１年生男子　ー65ｋｇ級　       （オレンジ帯～黄帯）

51 高校１年生男子　＋65ｋｇ級       　（オレンジ帯～黄帯）

52 高校２・３年生男子－65ｋｇ級       （オレンジ帯～黄帯）

53 高校２・３年生男子－75ｋｇ級       （オレンジ帯～黄帯）

54 高校２・３年生男子＋75ｋｇ級       （オレンジ帯～黄帯）

55 高校生女子　ー50ｋｇ級　　           （オレンジ帯～黄帯）

56 高校生女子　＋50ｋｇ級　           　（オレンジ帯～黄帯）

57 壮年初級　35～39才以下　ー75ｋｇ級  　（オレンジ帯～黄帯）

58 壮年初級　35～39才以下　＋75ｋｇ級    （オレンジ帯～黄帯）

59 壮年初級　40～44才以下　ー75ｋｇ級    （オレンジ帯～黄帯）

60 壮年初級　40～44才以下　＋75ｋｇ級  　（オレンジ帯～黄帯）

61 壮年初級　45歳以上　ー75ｋｇ級　          （オレンジ帯～黄帯）

62 壮年初級　45歳以上　＋75ｋｇ級　          （オレンジ帯～黄帯）

規定型　1回戦～決勝

1分30秒
※必ず決着

1分30秒

太極その３

太極その３

太極その３

平安その２

太極その３

平安その２

太極その３

平安その２

太極その３

平安その２

本戦

２名同時に行い、

主審と副審２名による引き

分け無しの旗判定。主審の

合図と共に型名を各自で言

い、無号令で行う。

1分
※必ず決着

1分



 防具規定 ※幼年/小学生/中高生は胴プロテクター（大会主催者用意）着用。他防具は各自用意の事。 

  ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ ﾏｳｽｶﾞｰﾄﾞ 
金的ｶｯﾌﾟ 胸ﾊﾟｯﾄﾞ 下腹部ｶﾞｰﾄﾞ 

拳ｻﾎﾟｰﾀｰ 脛ｻﾎﾟｰﾀｰ 膝ｻﾎﾟｰﾀｰ 
(男子) (女子) (女子) 

幼年 

公認品 

なし 既製品 公認品(任意) 

公認品 

公認品 公認品 公認品 ※１ (任意) 

  ※２ 

小学１年生～ 公認品 
なし 既製品 なし なし 公認品 公認品 公認品 

６年生男子 ※１ 

小学１年生～ 公認品 

なし なし 公認品(任意) 

公認品 

公認品 公認品 公認品 ４年生女子 ※１ (任意) 

    ※２ 

小学５年生～ 公認品 
なし なし 公認品（任意） 

公認品 
公認品 公認品 公認品 

６年生女子 ※１ ※２ 

中学生 公認品 歯科医作成品 既製品 公認品 
公認品 

公認品 公認品 公認品 
※２ 

中学生女子 公認品 歯科医作成品 なし 公認品 
公認品 

※２ 
公認品 公認品 公認品 

高校生 公認品 歯科医作成品 既製品 公認品 
公認品 一撃ｵｰﾌﾟﾝ 

公認品 公認品 
※２ ﾌｨﾝｶﾞｰ 

高校生女子 公認品 歯科医作成品 なし 公認品 
公認品 一撃ｵｰﾌﾟﾝ 

公認品 公認品 
※２ ﾌｨﾝｶﾞｰ 

壮年 公認品 公認品 既製品 なし なし 
一撃ｵｰﾌﾟﾝ 

公認品 公認品 
ﾌｨﾝｶﾞｰ 

※１ 尐年部ヘッドガードは、イサミ製 CKW-10 又は TT-25 を持参。 

※２女子下腹部アンダーガードはイサミ製アンダーガード SS-6の XXS、Sサイズも使用可。 

※幼年～中学生はオフィシャルの極真会帯どめ（一撃ショップで販売されている帯どめ）か黒いテープで各自用意し装

着すること。 

※道着には必ず名前を書く事。刺繍・ワッペンは布で隠す事（極真会胸マーク・一撃は可。それ以外のサイン・ワッペ

ン等は禁止）。隠れていなければ規定により失格となります。 

※道着の袖まくり禁止。(肘が隠れる長さにそろえる事。長さがみたなければ規定により失格となります) 

※防具類は必ず道着の中に着用する事。大腿部（モモ）のサポーター・スパッツは禁止。女子の T シャツは白の無地を

着用する事。 

※テーピングをした場合、必ずメディカルスタッフの検印を受ける事。故障(負傷)箇所の保護の為のみに使用する事。

単なる予防のテーピングは不可。 

※公認品のマウスガードが必要なクラスで、極真会館公認マウスガードを使用しない場合は失格。 

購入方法や問い合わせは、極真会館医事委員会(045-439-5020)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜2019秋季西東京都極真空手道選手権大会 出場申込書＞ 

私議、２０１９年１０月２０日に開催される「２０１９年 秋季西東京都極真空手道選手権大会」の出場にあ

たり、本大会の試合規定に従い、正々堂々技を競い合うことを誓います。また、健康診断を受けるなどの体調管

理においては自分で責任を持ち、万一負傷及び事故等が生じた場合でも、主催者・所属支部に対し一切の責任を

問いません。試合規定に違反し失格になった場合にも主催者に対し、異議及び出場申込料の返還などを申し立て

ません。 

大会終了後、機関紙「ワールド空手」や ブログ、SNS等に写真や選手名が掲載される場合がありますので、予め

ご了承く ださい。 

別紙「大会に出場する選手や審判スタッフ、及び保護者や応援の皆様へ」をお読み頂き同意されましたか。 

□はい  □いいえ ※同意されない方は出場できません。 

2019年     月    日                 氏 名                印 
 

※未成年者のみ 保護者                印 
組手・型 両方エントリーの場合 ２つ記入して下さい。 

クラス No. 

 

クラス名 

 

  

※クラス No／クラス名は要項 2枚目の「大会カテゴリー」一覧を参考に記入して下さい。例）№2 小学 2年生の部 

ふりがな  生年月日（西暦）    年   月   日 

氏  名 

総本部会員番号 
 

年齢・学年 

(2019年 10月現在の学年) 

   

                   歳  

                年生 

所属支部・道場名             支部          道場 段・級位 段 / 級  

メディカルサポート

加入状況 
（有・無）※未加入出場不可 身長 

cm 

必ず測定 
体重 

    kg  

必ず測定 

現住所 
〒 

                              電話： 

緊急連絡先 
〒 

電話： 

 

組合せ会議用シート ※申込者が記入して下さい。  

ブロック 

（先生用） 
出場クラス 

フリガナ 

氏名 
身長・体重 段・級 

支部 

道場 
大会実績 

              

型の部 
      

  
№（       ） フリガナ ㎝ 

段・級 

支部 

  
の部 氏名 ㎏ 道場 

              

組手の部 小学生女子は選択したクラスに選手が不足した場合いずれかに〇をして下さい。（上の学年に出場/同学年男子の部に出場/不参加） 

  
№（       ） フリガナ ㎝ 

段・級 

支部 

  
の部 氏名 ㎏ 道場 



 
 
□近隣に路上駐車をすると、すぐ警察が出動します。大会自体が中止にな
る事があるので路上駐車は絶対に禁止。 
 
 
□試合中のフラッシュ/三脚を使用しての撮影は禁止。シートを広げての
場所取り。 
 
 
□ゴミは必ず持ち帰る事。 
 
 
□ガムやアメ等含む飲食しながらの応援、帽子を被ってやサングラスをか
けての応援、メガホンを使用しての応援は禁止。 

 
 
□会場内で子供を遊ばせない事。小さなお子さんは、特に目を離さないよ
うにして下さい。 
 
 
□試合コートサイドでの見学は、選手が場外に出てくる場合があり接触等
危険が伴います。大人は注意して頂き、子供は座らないようにする事。 
 
 
□地震等緊急事態の際には運営本部、スタッフの指示に従う事。 

 

極真会館西東京地区運営委員会 

大会に出場する選手や審判スタッフ、及び保護者や応援の皆様へ 

読んで☑チェックを入れて下さい。（提出の必要はありません） 

 

□喫煙は大学構内の指定された場所でお願い致します。トイレで喫煙しな 
いで下さい。 
 

 
□必ず、防災防犯の点からも靴を会場出入り口に置かず、入れる袋を持参
する事。 
 

 
□トイレでタバコを吸わない事（館内禁煙） 

□会場に試合の結果・進行・人の呼び出し等、電話で問合せをしない事。
（今後使用できなくなる為） 


