第 1 回東日本空手道選手権大会
イーストジャパンカラテトーナメント 2019
実
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◯主旨： 空手試合を通じて青少年少女育成と各団体の交流を目的とする。
◯主催： イーストジャパンカラテトーナメント２０１９実行委員会
◯日時： 平成３１年 ４月 ２８日（日）
午前 ９時００分 開場・受付開始（受付時に計量・体調チェックを行います）
午前１０時３０分 開会式 試合開始
午後 ４時３０分 終了予定

◯会場： 墨田区総合体育館 武道場 東京都墨田区錦糸４－１５－１
◯参加資格：空手競技を行うのに支障のない健康体であること（白帯参加不可）
一般男子・女子/マスターズ男子の初級クラスは大会入賞未経験者のみ
◯募集クラス

ジュニア新学年
幼年（男女混合）/ 小学生各学年男女/中学生各学年男女（新学年での申込）
小学３年生〜６年生 クラス別 初級（～青帯・３級）・上級（緑帯・２級～黒帯）
中学生階級別
男子 軽中量級（50kg 未満）・重量級（50kg 以上）
女子 軽中量級（40kg 未満）・重量級（40kg 以上）
試合時間：本戦 1 分半→延長 1 分間→再延長（決勝線のみ）1 分間

マスターズ男子３５歳～４４歳/男子４５歳以上(平成 31 年 4 月 28 日現在）
初級（～青帯・３級）・中級（緑帯・２級～茶帯・1 級）・上級（有段）
軽中量級（70kg 未満）・重量級（70kg 以上）
階級：
試合時間： 本戦２分間→延長１分間

一般男子 初級（～青帯・３級）/中級（緑帯・２級～茶帯・1 級）/上級（有段）
軽量級（65kg 未満）・中量級（75kg 未満）・重量級（75kg 以上）
階級：
試合時間： 初級・中級 本戦２分間→延長２分間
上級
本戦３分間→延長２分間→再延長（決勝戦のみ）１分間

一般女子 初級（～青帯・３級）/中級（緑帯・２級～茶帯・1 級）/上級（有段）
軽中量級（50kg 未満）・重量級（50kg 以上）
階級:
試合時間： 初級・中級 本戦２分間→延長１分間
上級
本戦２分間→延長２分間→再延長（決勝戦のみ）１分間
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上段突きありルール「エキスパートクラス」
・出場資格：正道会館一般部高校生以上の会員、２級以上。

一般部男子の部
試合時間 : 本戦３分間→延長２分間
軽量級（65kg 未満）・中量級（75kg 未満）・重量級（75kg 以上）

一般部マスターズ男子（３５歳～４４歳）の部 平成 31 年 4 月 28 日現在
試合時間 : 本戦２分間→延長２分間
軽量級（65kg 未満）・中量級（75kg 未満）・重量級（75kg 以上）

◯申人数が少ないクラス（三人以下）においては廃止または学年や他クラスとの統合する
場合がありますので、予めご了承下さい。

○規約・防具：別紙参照
※危険行為の「上段膝蹴り」は一般男子上級のみ認める。
※防具表の「チャレンジファイト」クラスは今大会「初級・中級」クラスと同等とする。
必須サポーターの準備ができていない場合は出場できませんのでご注意下さい。
防具として機能していないものは不備とみなし出場できません。

○申込料：

￥6,000 円（大会保険・記念品込み）
平成 31 年 3 月 16 日（土）締切り厳守

別紙の出場番号対応表を参照し、申込用紙に必要事項を全てご記入の上、申込料と共に各
道場まとめて大会事務局までお送り下さい。原則、締切日以降の受付やご返金は致しません
のでご注意下さい。

イーストジャパンカラテトーナメント 2019 実行委員会大会事務局
埼玉県越谷市赤山本町６－１３ フェリスポート越谷１Ｆ
正道会館志成道場 TEL ０４８－９５４－５５５６
○個人情報： 申込用紙に御記入頂いた個人情報に関しましては、大会運営・選手管
理の為に利用いたします。出場選手の名前、入賞者名がパンフレット、
ホームページ・雑誌等に掲載される場合がございますので、ご了承の上
御出場いただけます様お願い申し上げます。

○大会保険： 試合中に生じた負傷・事故について主催者は一切の責任を負いませんまた
傷害保険に加入しておりますので、万が一事故や怪我が生じた場合は１週間
以内に大会事務局までご連絡下さい。但し、通院は除外します。

○その他：天候不順により交通手段に影響がある場合は、大会の開始時間を遅ら
す場合がございます。予めご了承下さいますようお願いいたします。
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第１回東日本空手道選手権大会
イーストジャパンカラテトーナメント２０１９
出場申込書
全日本空手道連盟
国際正道‐空手連盟ＦＩＫＡ

正道会館

開催日：平成31年4月28日(日)

イーストジャパンカラテトーナメント2019実行委員会

御中

会場：墨田区総合体育館武道場

私は本大会のルール及び規約を遵守し、武道家として恥じない行動を取り、日々精進した技術を存分に
発揮し空手道精神に基づき正々堂々と試合することを誓います。
また、今大会に出場するに当たり試合における勝敗の判定に関しては大会審判団及び審議委員に一任し、
一切の異議を申し立てないことを誓います。また、本大会における試合中のいかなる事故に対しても自己
の責任として主催者に対し責任を追及しないことをここに制約致します。
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過去の大会・入賞成績
上記選手は私の指導監督下におきまして、私の責任で出場させ、万一事故が生じても異議は申し立て致しません。

所属道場
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責任者

連絡先電話番号℡

住所
・申し込み締め切り日

平成３１年３月１６日(土)

大会事務局必着

・申し込み料(6000円)が同封されていないものは申し込みを受け付け致しません。
・参加人数により学年、階級、クラスの合併や中止する場合がございます。
記載された個人情報は、会館の運営・会員サービスの提供のために利用致します。また、提供を同意され
た場合以外は第三者に提供することはございません。
出場選手の名前、入賞者名がパンフレット、ウェブサイト(ホームページ、Twitter、Facebook等)に掲載
される場合がございます。ご了承の上、ご出場いただけます様お願い申し上げます。

男・女

出場番号対応表

ジュニア(男女混合)
1 幼年部

ジュニア(男子)

マスターズ男子３５歳～４４歳の部
34 初級(～青帯・３級)

軽中量級(７０ｋｇ未満)

35 初級(～青帯・３級)

重量級(７０ｋｇ以上)

36 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

軽中量級(７０ｋｇ未満)

2 小学生男子１年生

37 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

重量級(７０ｋｇ以上)

3 小学生男子２年生

38 上級(有段)

軽中量級(７０ｋｇ未満)
重量級(７０ｋｇ以上)

4 小学生男子３年生

初級(～青帯・３級)

39 上級(有段)

5 小学生男子３年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

40 エキスパートクラス軽量級(６５ｋｇ未満)

6 小学生男子４年生

初級(～青帯・３級)

41 エキスパートクラス中量級(７５ｋｇ未満)

7 小学生男子４年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

42 エキスパートクラス重量級(７５ｋｇ以上)

8 小学生男子５年生

初級(～青帯・３級)

9 小学生男子５年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

10 小学生男子６年生

初級(～青帯・３級)

43 初級(～青帯・３級)

軽中量級(７０ｋｇ未満)

11 小学生男子６年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

44 初級(～青帯・３級)

重量級(７０ｋｇ以上)

マスターズ男子４４歳以上の部

12 中学男子１年生

軽中量級(５０ｋｇ未満)

45 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

軽中量級(７０ｋｇ未満)

13 中学男子１年生

重量級(５０ｋｇ以上)

46 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

重量級(７０ｋｇ以上)

14 中学男子２年生

軽中量級(５０ｋｇ未満)

47 上級(有段)

軽中量級(７０ｋｇ未満)

15 中学男子２年生

重量級(５０ｋｇ以上)

48 上級(有段)

重量級(７０ｋｇ以上)

16 中学男子３年生

軽中量級(５０ｋｇ未満)

17 中学男子３年生

重量級(５０ｋｇ以上)

一般男子
49 初級(～青帯・３級)

軽量級(６５ｋｇ未満)

50 初級(～青帯・３級)

中量級(７５ｋｇ未満)

18 小学生女子１年生

51 初級(～青帯・３級)

重量級(７５ｋｇ以上)

19 小学生女子２年生

52 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

軽量級(６５ｋｇ未満)

ジュニア(女子)

20 小学生女子３年生

初級(～青帯・３級)

53 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

中量級(７５ｋｇ未満)

21 小学生女子３年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

54 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

重量級(７５ｋｇ以上)

22 小学生女子４年生

初級(～青帯・３級)

55 上級(有段)

軽量級(６５ｋｇ未満)

23 小学生女子４年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

56 上級(有段)

中量級(７５ｋｇ未満)

24 小学生女子５年生

初級(～青帯・３級)

57 上級(有段)

重量級(７５ｋｇ以上)

25 小学生女子５年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

58 エキスパートクラス軽量級(６５ｋｇ未満)

26 小学生女子６年生

初級(～青帯・３級)

59 エキスパートクラス中量級(７５ｋｇ未満)

27 小学生女子６年生

上級(緑帯・２級～黒帯)

60 エキスパートクラス重量級(７５ｋｇ以上)

28 中学女子１年生

軽中量級(４０ｋｇ未満)

29 中学女子１年生

重量級(４０ｋｇ以上)

30 中学女子２年生

軽中量級(４０ｋｇ未満)

61 初級(～青帯・３級)

軽中量級(５０ｋｇ未満)

31 中学女子２年生

重量級(４０ｋｇ以上)

62 初級(～青帯・３級)

重量級(５０ｋｇ以上)

32 中学女子３年生

軽中量級(４０ｋｇ未満)

63 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

軽中量級(５０ｋｇ未満)

33 中学女子３年生

重量級(４０ｋｇ以上)

64 中級(緑帯・２級～茶帯・１級)

重量級(５０ｋｇ以上)

一般女子

65 上級(有段)

軽中量級(５０ｋｇ未満)

66 上級(有段)

重量級(５０ｋｇ以上)

