
 

 

日本赤十字社	 東日本大震災義援金チャリティー 

２０１５国際親善空手道選手権大会 

●開催日 

	 ２０１５年４月１８日（土）１９日（日） 

●開催大会	  

	 ２０１５第１１回国際青少年空手道選手権大会 

	 ２０１５ワールドユースエリート空手道選手権大会 

	 ２０１５世界女子空手道選手権大会 

	 ２０１５国際壮年空手道選手権大会 

	 ２０１５国際型競技空手道選手権大会 

	  

※少年部は前回出場の試合（支部内部試合・型競技を除く）から  

２０日間以上経過していないと出場できません  

 

●場所	 東京体育館	 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目１７—１ 

会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい 

大会に関する問い合わせは所属支部へご確認下さい 

●TEL	 大会運営事務局 

	 ０３—５７６６—３５００ 

 



選手・関係者選手・関係者選手・関係者選手・関係者    各位各位各位各位 
 

いつも極真会館横浜港南支部の活動にご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

 さて、平成２７年４月１８日（土）～１９日（日）に東京都体育館にて開催される、 

 
「２０１５第１１「２０１５第１１「２０１５第１１「２０１５第１１回国際青少回国際青少回国際青少回国際青少年空手道選手権大会年空手道選手権大会年空手道選手権大会年空手道選手権大会」」」」 
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「２０１５「２０１５「２０１５「２０１５世界世界世界世界女子空手道選手権大会」女子空手道選手権大会」女子空手道選手権大会」女子空手道選手権大会」 
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「２０１「２０１「２０１「２０１５５５５国際型競技国際型競技国際型競技国際型競技空手道選手権大会空手道選手権大会空手道選手権大会空手道選手権大会」」」」 

 
の申込手順及び緒注意事項等をお知らせ致します。 

出場選手は内容をよく確認の上ご準備下さい。選手諸君の挑戦に期待します！ 

 

 

■ 出場の申込みについて 

 
① 大会参加申込書（原本） 

② セコンド登録用紙 

③ 選手参加料（カード払い不可） 

④ セコンド申請料（極真会館会員は無料） 

⑤ 写真データ   ※提出はメールのみ 

※写真の必須要件は「提出写真についての規定」（別項）を参照 

 
 
以上を・・・ 【 １月１７１月１７１月１７１月１７日（土日（土日（土日（土）））） 】までに提出（送信）して下さい。 

 
 

 
■健康診断書は 

【 ２月２８日（２月２８日（２月２８日（２月２８日（土土土土） 】までに各道場へ提出して下さい。 

 
 

□大会参加料  組手競技：全クラス１１，０００円 

型競技部門：１１，０００円 

型競技・組手部門両方申請：２２，０００円 

 

□セコンド申請料：会員／無料 非会員／２，０００円 

 

 

◇応援幕申請について 

応援幕を申請する場合はサイズ（縦ｃｍ×横ｃｍ）と表記文句を、２月２８日（木）までに申出

て下さい。 但し、内容によっては認められない場合があります。 

※申請後承認が取れてから作成して下さい。 



 

 

●ルール規定等●ルール規定等●ルール規定等●ルール規定等についてについてについてについて 

①試合は国際空手道連盟試合規則により実施致します。 

 

 

●●●●申込み資格について申込み資格について申込み資格について申込み資格について 

＊極真会館会員登録者で年会費・月会費に未納がないこと 

会員証・年会費についての問合せ→会員管理部 

              TEL：０３−５７７６−３０３７ FAX：０３−５７６６−３０３８ 

 

＊ 誤記や申込み資格に誤りがあった場合、大会開催中に悪質な行為が発覚した場合は失格となり、その場合

の参加料は返金されません。 

＊世界女子・青少年の出場申請は２０１５年４月１日時点の年齢を記入して下さい。 

 

＊前回出場した試合（支部内試合（港南チャレンジ）・型競技試合を除く）から２０日間以上経過している者。

（幼年・小学生の組手競技参加者が対象） 

  

●●●●    横浜港南支部からの出場申込み基準横浜港南支部からの出場申込み基準横浜港南支部からの出場申込み基準横浜港南支部からの出場申込み基準 

 ・支部長・分支部長・道場責任者が認めた者が申込み可能です。 

 ・選手会への登録を原則としますが、青帯以下で登録が出来ない場合などは各指導者に相談の上、出場の承

認をしてもらって下さい。 

 
 

●セコンドセコンドセコンドセコンド登録登録登録登録についてについてについてについて 

①同一人物が両日セコンド申請をする際は、両日のセコンド登録とセコンド申請料が掛かります。 

②選手がセコンドになる際は、セコンド申請は要りません 

③セコンド登録人数は１選手につき下記の登録人数まで申請可能です。道場生以外の方もセコンドに入れます。 

 

・ 各国際大会 １名 

・ 世界女子大会  ２名 

 

 

●提出写真についての規定 
 

今大会は選手の写真を DATA 形式（デジカメ・スマートフォン等で撮影のもの）での提出となっています。 

申込必要書類の提出に併せ、以下の要件を満たす写真 DATA を下記のアドレスにメール送信して下さい。 

 

◎送信先メールアドレス（横浜港南支部事務局） ： jim@dawing.com 

 

・ 道着姿  

・ 構えなし 

・ 眼鏡なし 

・ 無帽 ・無背景 

・ 寄り過ぎていないもの（縦は胸から頭上まで、横は両肩先が入るように） 

・ 離れ過ぎていないもの（全身が入るほど離れているものは不可） 

・ 容量が１ＭＢを超えていないもの 

・ ファイル名は半角英数字を使う（日本語は使わない） 

 

以上。 



２０１５	 国際親善空手道選手権大会実施クラス一覧 
４月１８日（土）開催	 

型競技	 クラス名 
６歳～８歳（小学１～３年生男女混合）２０１５年４月１日の時点で６歳以上、８歳以下 
９歳（小学４年生男女混合） 

１０歳（小学５年生男女混合） 
１１歳（小学６年生男女混合） 
１２歳～１４歳男子（中学生男子） 
１２歳～１４歳女子（中学生女子） 
１５歳〜３４歳男子（１５歳～１７歳は、２０１５年４月１日の時点での年齢、１８歳以上は試合当日の時点で３４歳以下） 
１５歳〜３４歳女子（１５歳～１７歳は、２０１５年４月１日の時点での年齢、１８歳以上は試合当日の時点で３４歳以下） 
３５歳以上男子 
３５歳以上女子 
組手競技	 クラス名  
１２歳男子	 －５０kg級（中学１年生男子）２０１５年４月１日の時点で１２歳 
１２歳男子	 ＋５０kg級（中学１年生男子）２０１５年４月１日の時点で１２歳 
１３歳１４歳男子	 －５５kg級 （中学２・３年生男子） 
１３歳１４歳男子	 ＋５５kg級 （中学２・３年生男子） 
１２歳～１４歳女子	 －４５kg級 （中学１～３年生女子） 
１２歳～１４歳女子	 ＋４５kg級 （中学１～３年生女子） 
１５歳男子	 －６５kg級（高校１年生男子） 
１５歳男子	 ＋６５kg級（高校１年生男子） 
ユースエリート１６歳１７歳男子	 －６５kg級（高校２、３年生男子） 
ユースエリート１６歳１７歳男子	 －７５kg級（高校２、３年生男子） 
ユースエリート１６歳１７歳男子	 ＋７５kg級（高校２、３年生男子） 
１５歳～１７歳女子	 －５０kg級（高校１～３年生女子） 
１５歳～１７歳女子	 ＋５０kg級（高校１～３年生女子） 

４月１９日（日）開催  
型競技	 クラス名  
団体型 
組手競技	 クラス名 
５歳男女混合（２０１５年４月１日の時点で５歳。４歳以下は不可）    	 	 	 	 	           	 	 	 	  
６歳男子（小学１年生） 
７歳男子（小学２年生） 
８歳男子（小学３年生） 
９歳男子（小学４年生） 

１０歳男子	 －３５kg級（小学５年生男子） 
１０歳男子	 ＋３５kg級（小学５年生男子） 
１１歳男子	 －４０kg級（小学６年生男子） 
１１歳男子	 ＋４０kg級（小学６年生男子） 
６歳女子（小学１年生女子） 
７歳女子（小学２年生女子） 
８歳女子（小学３年生女子） 
９歳女子（小学４年生女子） 

１０歳女子	 －３５kg級（小学５年生女子） 
１０歳女子	 ＋３５kg級（小学５年生女子） 
１１歳女子	 －４０kg級（小学６年生女子） 
１１歳女子	 ＋４０kg級（小学６年生女子） 
３５歳～３９歳	 －７０kg級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 －８０kg級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 ＋８０kg級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
４０〜４４歳	 －７０kg級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 －８０kg級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 ＋８０kg級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４５歳以上	 －７０kg級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 －８０kg級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 ＋８０kg級（試合当日の時点で４５歳以上） 
マスターズクラス	 ３５歳以上	 －７０kg級（試合当日の時点で３５歳以上） 
マスターズクラス	 ３５歳以上	 －８０kg級（試合当日の時点で３５歳以上） 
マスターズクラス	 ３５歳以上	 ＋８０kg級（試合当日の時点で３５歳以上） 
世界女子軽量級（－５５kg）（２０１５年４月１日時点で１８歳以上） 
世界女子中量級（－６５kg）（２０１５年４月１日時点で１８歳以上） 
世界女子重量級（＋６５kg）（２０１５年４月１日時点で１８歳以上） 

 
 
 
 

 

①世界女子の申請対象は２０１５年４月１日時点で１８才以上の選手 

となります。 

 

②青少年の申請（５〜１７歳は、型組手共に）は４月に入学、進級 

する新学年での申込みとなります。（４月１日時点の年齢で申請） 

１８歳以上また壮年の申請は試合当日の年齢での申込みとなります。 

 

③申込み申請体重と大会当日の体重が±５kg の差がある場合失格とな

る場合があります。（体重別のクラスに出場する場合はそのカテゴリ

ー内の体重で試合を行う） 

 

④－○○kg級、＋○○kg級の体重区分。 

例：－５５kg級は５５.０kgを含む。 

＋５５kg級は５５.１kgから 

 

⑤全てのクラスにおいて申込の人数等により変更する事もあります。 



国際親善空手道選手権大会	 各部門出場資格規定及び試合規定	  
 
【組手競技】 

 
※再体重測定では僅差でも軽量の選手を勝者とする 

 
※各カテゴリー出場者人数 3名以下は優勝のみ表彰。４名～７名は２位まで表彰 

8名以上は 3位（女子・高校生・壮年・は 4位）まで表彰 
 

	 	 

 ５歳の部  ６歳～１１歳の部  １２歳～１４歳の部  １５歳～１７歳の部  

性別区分  男女混合 男子 女子 男子 女子 男子 
ﾜ—ﾙﾄﾞﾕ—ｽ含 女子 

階級区分  無差別 年齢別・無差別 
（１０歳～１１歳は体重別） 

体重別 体重別 体重別 体重別 

入賞対象  ３位２名同列 ３位２名同列 ３位２名同列 ３位２名同列 

時間規定  ９０秒→９０秒→体重→ 
９０秒→再体重 

９０秒→９０秒→体重→ 
９０秒→再体重 

９０秒→９０秒→体重→ 
９０秒→再体重 

２分→２分→体重→ 
２分→再体重 

有効体重差  ３kg ３kg ３kg ５kg 

 世界女子  
年齢規定  満１８歳以上	 ※２０１５年４月１日時点 
出場資格  緑帯以上 
入賞対象  １位～４位まで４名（３位決定戦あり） 
階級区分  体重別 

時間規定  予選／２分→２分→体重→審議 
準決勝以降／３分→２分→２分→試割→体重→審議 

有効体重差  ３kg 

試割り  

準決勝以降の試合において再延長でも決着が付かない場合、両選手は直ちに試割を行い勝敗を決する 
選手は任意の枚数（２枚以上）を申告する事が出来る 
枚数の申告は一度のみとする。挑戦する枚数にかかわらず一枚でも割れない板があった場合は「失敗」となり、記録は「０枚」

となる。４種目を終えても両者同数の場合、体重判定（有効差３kg）それでも決着が付かなかった場合は審議となる 
試技順	 準	 決	 勝	 	 	 	 	 ①手刀②猿臂③足刀④正拳 
	 	 	 	 三位決定戦、決勝戦	 ①猿臂②足刀③正拳④手刀 

	 	 	 	 	  
 マスターズクラス  壮年  

年齢規定  満３５歳以上	 ※試合当日 満３５歳以上	 ※試合当日 

出場資格  過去に全日本ウエイト制ベスト８、全日本ベスト３２に入り、世界大会出場、

また支部長の推薦により委員会の承認を得た者。 緑帯以上 

入賞対象  ３位２名同列 ３位２名同列 
階級区分  体重別 体重別 

時間規定  予選／９０秒→９０秒→体重→審議 
準決勝以降／２分→９０秒→体重→９０秒→審議 

予選／９０秒→９０秒→体重→審議 
準決勝以降／ 
２分→９０秒→体重→９０秒→審議 

有効体重差  ３kg ３kg 



 

国際親善空手道選手権大会	 各部門出場資格規定及び試合規定	  
 
【型競技】 

※	 今回は全カテゴリー決勝のみ実施 
 

部門  ６歳～８歳／９歳／１０歳／１１歳（男女混合）  
出場資格  緑帯以上 
入賞対象  １位～３位まで３名 

決勝型範囲  平安その４・平安その５ 
撃砕大・撃砕小・安三・最破・突きの型・征遠鎮	 ※裏・三戦・転掌・抜塞大・鉄騎は除外 

 
部門  １２歳～１４歳（男・女）  １５〜３４歳（男・女）  ３５歳以上（男・女）  

出場資格  茶帯以上 
入賞対象  １位～３位まで３名 

決勝型範囲  突きの型・最破・臥龍・征遠鎮・十八・観空・五十四歩 
※裏・三戦・転掌・抜塞大・鉄騎は除外 

※各カテゴリー出場者人数 3名以下は優勝のみ表彰。４名～７名は２位まで表彰 
8名以上は 3位（女子・高校生・壮年・は 4位）まで表彰 

 

部門  団体型  
チーム人数  ※１チーム	 ３名〜５名で編成  
出場資格  緑帯以上。チーム編成は一般、女子、壮年、少年の混合も可 
決勝型範囲  極真の型から１つ抜粋	 ※裏・三戦・転掌・抜塞大・鉄騎は除外 
入賞対象  １位～３位まで３チーム 

※出場チーム３チーム以下は優勝のみ表彰。４チーム〜５チームは２位まで表彰。６チーム以上は３位まで表彰 
時間  ５分間以内 

内容  ①	 各チームで出題する型を演武 
②	 ①終了後そのままその演武した型に沿った分解の型を行う 

※申込方法 
団体型申込は添付の団体型出場申込み申請書に記載の上 FAXにて大会運営事務局までご送付く
ださい。	 締切２０１５年１月２３日（金） 
極真会館	 総本部	 大会運営事務局	 団体型	 係	 FAX０３—５７６６—５５４０ 
※応募多数の場合は国際型のデータ映像を提出して頂き選考する場合があります 



防具規定	 国際親善空手道選手権大会 

※女子は道着の中に白無地 Tシャツのみ着用可 

※防具類等は各自が用意して使用する事。（5歳～１１歳のヘッドガードは主催者が用意した物を使用。または同等品を各自用意して使用。（イサミ製 CKW−１０又は TT−２５）） 

ｻﾎﾟｰﾀｰ及びﾏｳｽｶﾞｰﾄの購入方法 

公認品・・・・・各支部よりオーダーシートにてご注文下さい。一撃カスタマーセンター FAX ０１２０−５１２−１８４ 

        マウスガードにつきましては医事委員会が定めました歯科医院にてお作り下さい 

既製品・・・・・お近くのスポーツ店にてご購入下さい 

※１５歳男子の胴プロテクターは「無し」です。着用しません

 ヘッドガード 胴プロテクター マウスガード 金的カップ（男子） 胸パッド（女子） 下腹部ガード（女子） 拳サポーター 脛サポーター 膝サポーター 

５歳混合 

既製品 

(主催者用意 

又は同等品を

各自用意） 

 

な し な し 

既製品 

(各自用意) 

公認品･任意 

(各自用意) 

公認品･任意 

(各自用意) 

公認品 
（リバーシブル） 

(各自用意) 

公認品 

(各自用意) 

公認品 

(各自用意) 

６～１１歳男子 
既製品 

(各自用意) 
な し な し 

６～１１歳女子 な し 

６～９歳 

公認品･任意 

６～９歳 

公認品･任意 

10～11 歳 

公認品 

(各自用意) 

10～11 歳 

公認品 

(各自用意) 

１２～１４歳男子 

公認品 

(各自用意) 

公認品 

(主催者用意)
準々決勝から外す 

歯科医 

作成品 

(各自用意) 

既製品 

(各自用意) 
な し な し 

１２～１４歳女子 な し 
公認品 

(各自用意) 

公認品 

(各自用意) 

１５歳男子 な し 

公認品 

（各自用意） 

 

既製品 

(各自用意) 
な し な し 公認品 

（一撃オープン 

フィンガー） 

（各自用意） 
１５～１７歳女子 

公認品 

(主催者用意)
準々決勝から外す 

な し 
公認品 

(各自用意) 

公認品 

(各自用意) 

壮 年 
(マスターズクラス含む) 

な し 

既製品 

(各自用意) 
な し な し 

公認品 

（一撃オープン 

フィンガー） 

（各自用意） 

女 子 な し な し 
公認品 

(各自用意) 

公認品 

(各自用意) 
な し な し な し 

ワールドユース 
公認品 

(各自用意) 
な し 

公認品 

（各自用意） 

既製品 

(各自用意) 
な し な し 

公認品 

（一撃オープン 

フィンガー） 

（各自用意） 

公認品 

（各自用意） 

公認品 

（各自用意） 



２０１５国際親善空手道選手権大会  
【大会参加申込書】  

 
	 	 	 	 	 	 支部	 支部長	 	 	 	 	 	 殿 

 
私儀、本大会の試合規定に従って、正々堂々と技を試し合う事をここに誓います。 
大会開催中、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。 
又、主催者が下した裁定について従うことに同意します。 

 
 

 
保護者氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印 

 
選手名前 印 
フリガナ  
性別 男性／女性 
年齢  

生年月日（西暦）  
国籍  

段／級位 段／級 
総本部会員番号（８けた）  

身長 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ｃｍ 
体重 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ㎏ 

2014全日本大会実績  
2014国際大会実績  
Eメールアドレス  

緊急連絡先  
出場クラス  

 

※	 大会参加申込書原本は各支部で保管してください。 

（不明な点があった場合、お尋ねすることがあります） 

  



【セコンド登録用紙】 
 
 
 

セコンド名前 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
フリガナ  
性別 男性／女性 
年齢  

生年月日（西暦）  
国籍  

段／級位 段／級 
総本部会員番号（８けた）  

セコンド日 初日	 	 二日目	 	 両日 
 
同一人物が両日セコンド申請をする際は、両日のセコンド登録とセコンド登録料が掛かります。 
選手がセコンドになる際は、セコンド申請は要りません  
セコンド登録人数は１選手につき下記の登録人数まで申請可能です。 

	  
	 各国際大会	 	 	 １名 
	 世界女子大会	 	 ２名	  
 
	 この用紙は総本部に提出する必要はありません。各支部で活用してください。 
  



健  康  診  断  書 
 
 

INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN 
 

国際空手道連盟極真会館 
 

 
本診断書は、国際空手道連盟極真会館が主催する大会に出場する為に必要な書類です。上記の選手が空手の
試合に出場できる体力を有し、正常な心肺機能、精神状態であるか否かを証明いただきたくお願い申し上げる次
第です。なお、胸部レントゲン及び心電図所見等は、常に必要ではありません 

 

差し支えなければ、本書式をご利用戴ければ幸いです 
 
 

診断書に関するお問い合わせは 

 

TEL０４５－４３９－５０２０ 国際空手道連盟極真会館医事委員会まで 

 

 

 

 

 

 

 
 

選手氏名： 殿 男  ・  女 

現住所： 

生年月日    昭和・平成      年      月      日生 

身長  ・    cm 体重 ・     kg 

血圧 ／  

その他一般身体所見 
 
 
 
 
 
 
既往歴および既往障害 
 
 なし ・ あり 
 
(                             ) 

上記の通り診断致します。  

医療機関 

所 在 地 ： 
 
名 称 ： 
 

 
(作成日) 平成    年    月    日 医師氏名：                  印 




