代表・師範・先生各位

第１５回正道会館神奈川県空手道選手権大会

拝啓
時下、益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。
この度第１５回正道会館神奈川県空手道選手権大会を開催する運びと
なりました。
今大会より初となります組織や流派を超えた「心」の結びつきを目標として、
オープン制の大会を開催致します。
つきましては、ご多忙中とは存じますが、本大会の趣旨に御理解,ご賛同頂き
ご参加頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具

※特殊事項
1．少年部チャレンジクラス出場条件は色帯（黒帯を除く）
※上級レベルでない選手でお願い致します。各先生のご判断にお任せいたします。
2．一般部マスターズクラスは一般全日本大会入賞者は出場できません。
3．マスターズクラスとは35歳以上のクラスです。
ご不明な点がございましたら下記運営事務局までお問い合わせください。
℡：０４５－６２１－６３６５

令和2年3月吉日
正道会館神奈川県空手道選手権

大会実行委員長

沢田秀男

第15回正道会館神奈川県空手道選手権大会（小学生）
KARATE ALL JAPAN National Championship 選抜大会

◆実施要項◆
【大会日時】

令和２年５月３１日（日）

午前９時１５分より受付開始

午前10時開会式・試合開始

【大会会場】

神奈川県立武道館 柔道場

【出場資格】

①大会に出場する体力を有する健康な男女で、各クラスの規定を充たす道場生。

（〒222-0034 横浜市港北区岸根町725

☎045-491-4321）

合わせて大会当日は、健康保険証のコピーを必ず持参してください。（提出なし）

②チャレンジクラスは、黒帯を除く上級レベルでない選手
※各先生のご判断にお任せいたします。
●個人戦トーナメント方式
※人数不足等でトーナメントが組めないクラスは、事前了解のもと階級合併 または中止となる場合があります。
延長戦以降はサドンデスルール（有効１又は減点１が課せられた時点で終了）とする。
また、最終延長戦はどちらかに旗をあげるマストシステムとする。

National Championship 選抜大会
準決勝まで：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）※マスト
決勝のみ：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）▶再延長（１分）※マスト

ＮＣ－①小学１年男子
ＮＣ－③小学２年男子
ＮＣ－⑤小学３年男子
ＮＣ－⑦小学4年男子軽量級30kg未満★
ＮＣ－⑨小学4年男子重量級30kg以上
ＮＣ－⑪小学5年男子軽量級34kg未満★
ＮＣ－⑬小学5年男子重量級34kg以上
ＮＣ－⑮小学6年男子軽量級38kg未満★
ＮＣ－⑰小学6年男子重量級38kg以上

ＮＣ－②小学１年女子
ＮＣ－④小学２年女子
ＮＣ－⑥小学３年女子
ＮＣ－⑧小学4年女子軽量級30kg未満★
ＮＣ－⑩小学4年女子重量級30kg以上
ＮＣ－⑫小学5年女子軽量級34kg未満★
ＮＣ－⑭小学5年女子重量級34kg以上
ＮＣ－⑯小学6年女子軽量級38kg未満★
ＮＣ－⑱小学6年女子重量級38kg以上

★がついたクラスの選手は、当日受付時に体重オーバーの場合は減点又は失格となります。

チャレンジクラス
全試合：本戦（１分）▶延長（１分）※マスト

ＣＨ－①チャレンジクラス小学１年男子
ＣＨ－③チャレンジクラス小学２年男子
ＣＨ－⑤チャレンジクラス小学3年男子
ＣＨ－⑦チャレンジクラス小学4年男子
ＣＨ－⑨チャレンジクラス小学5年男子
ＣＨ－⑪チャレンジクラス小学6年男子

【入賞】

ＣＨ－②チャレンジクラス小学１年女子
ＣＨ－④チャレンジクラス小学２年女子
ＣＨ－⑥チャレンジクラス小学3年女子
ＣＨ－⑧チャレンジクラス小学4年女子
ＣＨ－⑩チャレンジクラス小学5年女子
ＣＨ－⑫チャレンジクラス小学6年女子

各クラス上位4名を表彰します。（出場者数により変更有りです。）
National Championship 選抜大会入賞者は２０２０年開催のＫＡＲＡＴＥ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮのＮａｔｉｏｎａｌ Championshipクラス
への出場権を獲得できます。

【大会参加費】 ・ National Championship 選抜大会・チャレンジクラス 7,000円（傷害保険料含む）
・ 申し込み後、参加費の返金は出来ませんので御了承ください。
・インフルエンザ等が流行り、感染拡大の恐れがある為に、行政から指導があった場合には
大会を延期する事があるかも知れません。
【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。選手の所属団体名、
及び出場選手の名前、入賞者名、写真がパンフレット、正道会館HP、ブログ・格闘技専門誌、各マスコミ誌等に
掲載す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・事故については主催者は一切の責任を負いません。但し、事務局では、選手の健康管理を考えて、
当日は大会救護員を招いています。また、傷害保険に加入しておりますので、万一事故や怪我があった場合は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。

【選手の服装】 清潔な空手着を着用すること。袖が肘より短い空手着は認めません。
Ｔシャツ着用の場合は白Ｔシャツのみとする。
【申込先】

〒２３１－０８０１
神奈川県横浜市中区新山下３－１－２２－２F ℡045-621-6365

正道会館沢田道場 大会事務局

〆切日
令和２年
４月２５日（土）
必着

第15回正道会館神奈川県空手道選手権大会(中学生～一般）
KARATE ALL JAPAN National Championship 選抜大会
◆実施要項◆
【大会日時】
【大会会場】
【出場資格】

【試合形式】

令和２年５月３１日（日） 午前９時１５分より受付開始 午前10時開会式・試合開始
神奈川県立武道館 柔道場
（〒222-0034 横浜市港北区岸根町725 ☎045-491-4321）
①大会に出場する体力を有する健康な男女で、各クラスの規定を充たす道場生。
合わせて大会当日は、健康保険証のコピーを必ず持参してください。（提出なし）
②チャレンジクラスは、黒帯を除く上級レベルでない選手
※各先生のご判断にお任せいたします。
●個人戦トーナメント方式
※人数不足等でトーナメントが組めないクラスは、事前了解のもと階級合併 または中止となる場合があります。
延長戦以降はサドンデスルール（有効１又は減点１が課せられた時点で終了）とする。
また、最終延長戦はどちらかに旗をあげるマストシステムとする。

National Championship 選抜大会
▶ジュニア（中学生）
準決勝まで：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）※マスト
決勝のみ：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）▶再延長（１分）※マスト
NC-⑲中学1年男子軽量級45kg未満★
NC-⑳中学1年女子軽量級45kg未満★
NC-㉑中学1年男子重量級45kg以上
NC-㉒中学1年女子重量級45kg以上
NC-㉓中学2•3年男子軽量級52kg未満★
NC-㉔中学2•3年女子軽量級49kg未満★
NC-㉕中学2•3年男子重量級52kg以上
NC-㉖中学2•3年女子重量級49kg以上

National Championship
▶一般《上級レベル～黒帯》
準決勝まで:本戦(2分)▶延長(2分)▶再延長(2分)＊マスト
決勝戦のみ:本戦(3分)▶延長(2分)▶再延長(2分)＊マスト
NC-㉗一般男子軽量級70kg未満★
NC-㉘一般女子軽量級53kg未満★
NC-㉙一般男子重量級70kg以上
NC-㉚一般女子重量級53kg以上
▶マスターズ《上級レベル～黒帯》
全試合:本戦(2分)▶延長(1分)＊マスト
NC-㉛マスターズ男子35歳～39歳軽量級70kg未満★
NC-㉝マスターズ男子35歳～39歳重量級70kg以上
NC-㉟マスターズ男子40歳以上軽量級70kg未満★
NC-㊱マスターズ男子40歳以上重量級70kg以上

NC-㉜マスターズ女子35歳以上軽量級53kg未満★
NC-㉞マスターズ女子35歳以上重量級53kg以上

チャレンジクラス
▶一般
準決勝まで:本戦(2分)▶延長(2分)＊マスト
決勝戦のみ:本戦(2分)▶延長(2分)▶再延長(2分)＊マスト
CH-⑬一般男子軽量級68kg未満★
CH-⑭一般女子軽量級50kg未満★
CH-⑮一般男子重量級68kg以上
CH-⑯一般女子重量級50kg以上
▶マスターズ
全試合:本戦(2分)▶延長(1分)＊マスト
CH-⑰マスターズ男子35歳～39歳軽量級70kg未満★
CH-⑲マスターズ男子35歳～39歳重量級70kg以上
CH-㉑マスターズ男子40歳以上軽量級70kg未満★
CH-㉒マスターズ男子40歳以上重量級70kg以上

CH-⑱マスターズ女子35歳以上軽量級５０kg未満★
CH-⑳マスターズ女子35歳以上重量級50kg以上

▶ジュニア（中学生）
準決勝まで：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）※マスト
決勝のみ：本戦（１分３０秒）▶延長（１分）▶再延長（１分）※マスト
CH-㉓中学1年男子軽量級45kg未満★
CH-㉔中学1年女子軽量級45kg未満★
CH-㉕中学1年男子重量級45kg以上
CH-㉖中学1年女子重量級45kg以上
CH-㉗中学2•3年男子軽量級52kg未満★
CH-㉘中学2•3年女子軽量級49kg未満★
CH-㉚中学2•3年女子重量級49kg以上
CH-㉙中学2•3年男子重量級52kg以上

★がついたクラスの選手は、当日受付時に体重オーバーの場合は減点又は失格となります。
【入賞】

各クラス上位4名を表彰します。（出場者数により変更有りです。）
National Championship 選抜大会入賞者は２０２０年開催のＫＡＲＡＴＥ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮのＮａｔｉｏｎａｌ Championshipクラス
への出場権を獲得できます。

【大会参加費】 ・ National Championship 選抜大会・チャレンジクラス 7,000円（傷害保険料含む）
・ 申し込み後、参加費の返金は出来ませんので御了承ください。
・インフルエンザ等が流行り、感染拡大の恐れがある為に、行政から指導があった場合には
大会を延期する事があるかも知れません。
【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。選手の所属団体名、
及び出場選手の名前、入賞者名、写真がパンフレット、正道会館HP、ブログ・格闘技専門誌、各マスコミ誌等に
掲載す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・事故については主催者は一切の責任を負いません。但し、事務局では、選手の健康管理を考えて、
当日は大会救護員を招いています。また、傷害保険に加入しておりますので、万一事故や怪我があった場合は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。

【選手の服装】 清潔な空手着を着用すること。袖が肘より短い空手着は認めません。
Ｔシャツ着用の場合は白Ｔシャツのみとする。
【申込先】

〒２３１－０８０１
神奈川県横浜市中区新山下３－１－２２－２F ℡045-621-6365
正道会館沢田道場 大会事務局

〆切日
令和２年
４月２５日（土）
必着

KARATE
ALL JAPAN
National Championship 選抜大会

第１５回正道会館

神奈川県空手道選手権大会
大会申込書

【開催日】 令和２年５月３１日（日）

【会場】神奈川県立武道館 柔道場
令和２年

大会実行委員長 殿

月

日

私は、本大会のルール及び規約を遵守し、選手として恥じない行動を取り、日頃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事を誓います。
また、本大会における試合中のいかなる事故に対しても、自己責任として私が責任を負い、主催者に対し責任を追及しない事をここに誓約いたします。

〆切日

【未成年者のみ】
保護者氏名

令和２年４月２５日（土）必着

㊞

安全性を考慮しますので、正確に記入して下さい。

ふりがな

性
別

氏名
身長

ｃｍ

住所

男 ・ 女

体重

小学
中学

学年

どちらかに〇 生

年生

年

月
日
↓どちらかに〇
現在級
級 ・ 段
㎏
大会当日の
歳
年齢

〒

電話番号
所属
流派

西暦

年
月
日

＊連絡がつきやすい電話番号でお願いいします。

支部名：
＊過去１年の入賞歴の中で一番大きなタイトル

入賞歴

大会要項のクラス一覧を参照し、出場クラスを以下にご記入下さい。
出場クラス
カテゴリー
該当する項目1箇所に〇をしてください。
数字

カテゴリー名

National Championship 選抜大会（小・中学生）
National Championship
チャレンジクラス

【大会参加費】
・ National Championship 選抜大会・チャレンジクラス 7,000円（傷害保険料含む）
※参加申込みは必ず各団体毎に出来るだけまとめて、現金書留封筒でご郵送下さい。

【お問い合わせ・申込書送付先】
〒２３１－０８０１
横浜市中区新山下３－１－２２－２F

正道会館沢田道場 大会事務局

℡045-621-6365

