
師範・代表者・責任者各位 

 

第４回 世界総極真 福井県空手道選手権大会 

(第７回チャンピオンシップ選考大会) 

第８回 世界総極真 福井県恐竜王国杯開催のご案内 

(初中級クラス) 

第４回 福井県極真空手道「型」選手権大会 

 

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっておりま

す。今年も、掲題の通り大会を開催することになりましたのでご案内申し上げます。お忙しい時

期とは存じますが、一人でも多くのご参加を賜りますようお願い致します。 

 

 

開催日   平成３１(元年)年 ７月 ７日（日）入場無料 

午前９時    選手受付 

午前９時 30 分 開会式～試合開始 

        ※開会式後は「型」試合より始め、「型」決勝後に組手試合を行います。  

午後５時    閉会式（予定） 

 

会 場   福井県立武道館（柔道大道場） 

        〒910-0039 福井県福井市三ツ屋町８－１―１ 

         ＴＥＬ 0776-26-9400 

試合形式  国際空手道連盟ルールに準ずる 別紙参照 

 

申込方法  クラス 別紙参照     参加費 組手の部６０００円 

                       型の部 ６０００円 

                       ダブルエントリー ７０００円 

【申込後のキャンセル・欠場・棄権等、理由の如何に関わらず返金は致しません。】 

 

申込締切  平成３１(元年)年 ５月１４日 (火) 

※出場申込書と参加費を各団体、各道場一括にて 

下記住所まで現金書留にて送付お願いいたします。 

 

申込先   〒９１０－０８４６ 福井県福井市四ツ井１丁目２１－１ 

社団法人 国際空手道連盟 極真会館 世界総極真 福井県今城道場 大会事務局 

TEL０７７６－５４－３０１３ / FAX０７７６－５３－６２７６ 

携帯０９０－７０８７－３１１３（今城） 

メールアドレス jupiter21418@yahoo.co.jp 

 

尚、確認でき次第、ご連絡頂いたメールアドレスに大会情報を送りますのでご確認いただき、 

大会当日は各団体代表の方が受付して頂きます様お願い致します。 

（受付をスムーズに行う為、ご協力宜しくお願い致します。） 



試合規約 

◆国際空手道連盟ルールに準ずる 

１．試合時間   「試合時間及びルール」参照 

２．防   具   「試合時間及びルール」参照 

３．着   衣     清潔な空手着を着用すること。男子は道着の下の着衣は認めない。（刺青、タトゥー等 

やむを得ない場合は事前に選手係に申し出てください） 

胸の「極真会」（流派名）の刺繍以外は原則腕部・裾ワッペンのみ。 

黒・紺以外の刺繍（流派名・氏名以外）がある場合は白テープか当て布で隠してください。 

         男子の茶髪・脱色、装飾（イナズマ・ラインを含む）は認めません。女子部においても、 

金髪に近いような染色は認めません。ピアス・ミサンガ等のアクセサリーの着用は認めない。 

         髪をまとめる場合は必ずゴム等で留めてください。ヘアピンやヘアクリップ（金属製、 

         プラスチック製問わず）などは絶対に使用しないでください。 

守っていただけない場合、当日、失格処分もありえます。 

４．勝   者   一本勝ち・判定勝ち・相手の反則、失格により判定。 

５．一本勝ち   ①反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、相手を３秒以上ダウンさせるか、戦意

を喪失させた時。 

②技あり２回で一本勝ちとする。 

６．技 あ り  ①反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ちなどを決め、相手を一時的にダウンもしくは 

戦意を喪失させた時。 

         ②足掛け技・前蹴りがタイミングよく決まり、倒れた相手を下段突きで決めた場合。 

７．判   定  ①一本勝ち・失格がない場合は主審・副審のうち、過半数の審判の判定で決める。 

          判定が決まらない場合は延長戦を行う。 

②延長戦で決まらない場合は体重判定を行う。それでも決まらない場合は再延長戦を行い、勝敗

を決める。(体重判定については別紙の「試合時間及びルール」参照) 

８．反   則  ①初中級クラスの上段前蹴り・上段膝蹴り・上段横蹴り。 

②手技による首から上(首を含む)への攻撃。（蹴り技は有効） 

         ③金的蹴り・頭突き。 

④倒れている相手への攻撃。 

⑤背後からの攻撃。 

         ⑥蹴りによる正面からの膝関節への攻撃。 

         ⑦拳底押し・正拳押し・つかみ・投げ・手掛け・クリンチ。 

         ⑧技の掛け逃げ。（蹴ってすぐに倒れることを繰り返す） 

         ⑨何度も場外に逃げた場合。 

⑩その他、審判が特に反則とみなした場合。 

         ⑪反則は悪質なものを除き注意が与えられる。悪質な反則の場合、減点及び失格もありうる。 

         ⑫注意２回で減点となる。 

９．失   格  ①減点を２回重ねた時。 

         ②試合中、審判員の指示に従わない時。 

         ③試合開始に遅れたり、出場しない時。 

         ④粗暴な振る舞いや悪質な試合態度とみなされた時。 

         ⑤応援態度が悪質とみなされた場合にも失格となりうることがある。 

10．そ の 他  ①判定に対する抗議は一切認めない。 

         ②体重申請の諸注意「試合時間及びルール」参照 



 

試合時間及びルール 

【試合時間】 

※ 一般上級の準決勝以降は、本戦３分とします。 

 

防 具 

     ○着用義務  ×着用不可  △着用自由（希望者のみ着用可） 

※ ヘッドギアは主催者側が用意します。それ以外は各自で用意してください。 

※ 拳サポーターは布製拳サポーターを使用して下さい。皮製（オープンフィンガータイプ）は不可。 

※ インナーチェスト（女子のみ）は胸部のみガード（ブラタイプ可）するものとし、腹部にかからない布・スポン

ジ製もの(プラスチック製は不可)を使用してください。出場選手は女性係員に着用した状態で確認を取ること。 

女性用チェストガードの任意・義務クラスは安全性のためになるべく着用するようお願いします。 

使用する選手はなお、貸出しはありません。 

※ （中学男女各クラス）大会当日開会式前に、体重計量を行います。（着衣のまま。その分は考慮します） 

 規定体重オーバーや申請体重より３ｋｇ以上の差異がある場合は減点１での試合開始となります。 

※ （高校以上男女各クラス）大会当日開会式前に、体重計量を行います。（着衣のまま。その分は考慮します） 

 規定体重オーバーや申請体重より５ｋｇ以上の差異がある場合は減点１での試合開始となります。 

 本戦 延長戦 体重判定 再延長 

幼年 １分 １分 ２ｋｇ １分判定 

小学生 

中学生 
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分判定 

高校生男子・女子 (中級) 

マスターズ（中級・上級） 
１分３０秒 １分 ５ｋｇ １分判定 

高校生男子・女子 (上級) 

一般男子・女子（中級） 
２分 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒判定 

一般男子・女子（上級） ２分 ２分 ５ｋｇ ２分判定 

 ヘッドギア 脛サポーター 拳サポーター ファールカップ 膝サポーター 

女性用 

チェスト 

ガード 

幼年 ○ ○ ○ ○(女子△) △ × 

小学生 ○ ○ ○ ○(女子△) ○ 
３年生以下× 

４年生以上△ 

中学生 ○ ○ ○ ○(女子△) ○ △ 

高校生 △ ○ ○ ○(女子△) ○ ○ 

一般初･中級 

マスターズ 
△ ○ ○ ○ △ － 

一般女子 

上級 
× △任意 × △ × ○ 

一般男子 

上級 
× × × ○ × × 



所属流派・道場・支部 申し込みクラス番号 ダブルエントリー

フリガナ 生年月日

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印ください

㊞ 身長 ｃｍ 体重 ｋｇ

住所　〒 連絡先ＴＥＬ

段位・階級 級 段 空手歴 年 ヶ月

過去２年間の空手大会　入賞歴

Ａ 幼年（～年長） Ｆ 幼年・小学（小２以下） Ｌ 幼年・小学（小２以下）
Ｂ 小学１・２年 Ｇ 小学（３～６年） Ｍ
Ｃ 小学３～６年 Ｈ 中学１～３年（男子） Ｎ 中学１～３年（男子）
Ｄ 中学１～３年 Ｉ 中学１～３年（女子） Ｏ 中学１～３年（女子）
Ｅ 高校～一般 Ｊ 高校～一般（男子） Ｐ

Ｋ 高校～一般（女子） Ｑ
※初級の部はオレンジ帯までとしますが、上のクラスに出場することも可能です。
※表彰の対象は３位までとなります。(トーナメントの人数によって異なる)
※帯色は、申込時点での物。昇級した場合は、旧帯を持参の上、申込クラスにて出場する事。
※出場料は出場申込書を同封の上、各団体一括で現金書留にてお願いいたします。
※申込み選手の数により、クラスの統合・廃止となる場合があります。
   その場合は道場責任者へ連絡いたします。
※申込後の出場料はいかなる場合があっても返金は致しません。(トーナメントが成立しない場合を除く)

《極真空手の型でお願いします》

☆各クラス、出場人数、試合判定による引き分けによっては、下記以外の選択・指定になることもあります。
　（詳細はトーナメント表参照）
※申込締切　　平成３１(元年）年５月１４日　(火)　必着でお願いいたします。

平成　　　年　　　月　　　日

はい　　・　　いいえ

上級クラス

（中学生以上）

十八、臥竜、征遠鎮より

太極Ⅲ

平安Ⅱ

平安Ⅱ

中級クラス

（小６以下）

初級クラス

昭和　・平成　　　年　　月　　　日（　　　歳）

太極Ⅲ、平安Ⅰ～Ⅲ

平安Ⅱ～Ⅴ・撃砕大・小

突きの型・安三・最破

左記＋

第４回　福井県極真空手道『型』選手権大会

㊞
選手名

上級クラス

（　　　　）

中級クラス（青・黄） 上級クラス（緑～）

小学　・　中学　・　高校　　　（　　　年生）
　性別　　男　・　女

出場するクラスに○をつけてください

初級クラス（白・オレンジ）

私は本大会ルール、大会規約に同意し、正々堂々と競い合うことを誓います。

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身、並びに保護者が負い、主催者に異
議、苦情の申し立て、損害を与えないことを誓います。　※(スポーツ保険は出場選手各自でご加入下さい)

決勝（選択）

突きの型

平安Ⅱ～Ⅴ・撃砕大・小

突きの型・安三・最破

平安Ⅱ～Ⅴ・撃砕大・小、突きの型

安三・最破、十八、臥竜、征遠鎮
平安Ⅱ

１回戦～（指定）

小学（３～６年）

高校～一般（男子）
高校～一般（女子）

２回戦～（指定）

太極Ⅲ

平安Ⅲ

平安Ⅴ

平安Ⅴ
左記＋

五十四歩、観空より

準決勝（選択）

太極Ⅲ、平安Ⅰ

平安Ⅱ～Ⅴ・撃砕大



所属流派・道場・支部 申し込みクラス番号 ダブルエントリー

フリガナ 生年月日

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印ください

㊞ 身長 ｃｍ 体重 ｋｇ

住所　〒 連絡先ＴＥＬ

段位・階級 級 段 空手歴 年 ヶ月
過去２年間の地方・県・全日本での主な入賞歴を必ず書いてください。ジュニアチャンピオンシップの権利

1 幼年（男女混合） 10 小学６年　女子
2 小学１年　（男女混合） 11 中学1～３年男子
3 小学２年　（男女混合） 12 中学1～３年女子
4 小学３年　（男女混合） 13 高校1～３年男子
5 小学４年　男子 14 高校1～３年女子
6 小学５年　男子 15 一般男子
7 小学６年　男子 16 一般女子
8 小学４年　女子 17 マスターズ（４１歳以上）
9 小学５年　女子

18 幼年（男女混合） 29 小学５年　女子 39 高校1～３年男子軽量級（６５ｋｇ未満）

19 小学１年　男子 30 小学６年　女子 40 高校1～３年男子重量級（６５ｋｇ以上）

20 小学２年　男子 31 中学1年男子軽量級（５０ｋｇ未満） 41 高校1～３年女子軽量級（５０ｋｇ未満）

21 小学３年　男子 32 中学1年男子重量級（５０ｋｇ以上） 42 高校1～３年女子重量級（５０ｋｇ以上）

22 小学４年　男子 33 中学２・３年男子軽量級（５５ｋｇ未満） 43 一般男子軽量級（７０ｋｇ未満）
23 小学５年　男子 34 中学２・３年男子重量級（５５ｋｇ以上） 44 一般男子重量級（７０ｋｇ以上）
24 小学６年　男子 35 中学1年女子軽量級（４５ｋｇ未満） 45 一般女子軽量級（５５ｋｇ未満）
25 小学１年　女子 36 中学1年女子重量級（４５ｋｇ以上） 46 一般女子重量級（５５ｋｇ以上）
26 小学２年　女子 37 中学２・３年女子軽量級（５０ｋｇ未満） 47 マスターズ（４１歳以上）
27 小学３年　女子 38 中学２・３年女子重量級（５０ｋｇ以上）

28 小学４年　女子
※世界総極真福井県大会【組手の部（高校生以下）】ベスト４はジュニアチャンピオンシップの出場権利が

※トーナメントは３名以上で成立し、表彰の対象は恐竜王国杯は３位まで、福井県大会は３位までとなります。
　(トーナメントの人数によって異なります。)
※出場料は出場申込書を同封の上、各団体一括で現金書留にてお願いいたします。
※申込後の出場料はいかなる場合があっても返金は致しません。(トーナメントが成立しない場合を除く)
※《初中級の部》の安全を考慮するため、こちらからクラス変更のお願いをする場合があります。
※申請体重は大会当日を考慮してください。減点対象となる場合があるため＜試合時間及びルール参照＞
※申込締切　　平成３１(元年）年５月１４日　(火)　必着でお願いいたします。

第４回　世界総極真　福井県空手道選手権大会
第８回　世界総極真　福井県恐竜王国杯

（　　　　）

小学　・中学　・　高校　　　（　　　年生）

私は本大会ルール、大会規約に同意し、正々堂々と競い合うことを誓います。

平成　　　年　　　月　　　日

はい　　・　　いいえ

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身、並びに保護者が負い、主催者に異
議、苦情の申し立て、損害を与えないことを誓います。　※(スポーツ保険は出場選手各自でご加入下さい)

　 与えられます。

福井県大会《上級の部》【ジュニアチャンピオンシップ選考大会】

　性別　　男　・　女

出場するクラスに○をつけてください

有　　・　　無

選手名
㊞

昭和　・平成　　　年　　月　　日（　　歳）

恐竜王国杯（初中級の部）

※≪初中級の部≫大会デビュー戦あるいは勝利経験のほとんどない選手を対象にしたクラスです。

※上級また（初級・上級などの）クラスわけのないクラスでの入賞経験がある選手の出場は認めません。

※こちらでインターネット等で検証した結果、上記に違反していることが判明した場合、失格となりますので十分にご注意ください。
　失格の場合は返金はいたしませんのでご注意ください。

※初級や中級の部でも過去に優勝経験がある選手の出場は認めません。

※ジュニアチャンピオンシップ・全日本選手権大会に出場している選手は《上級》へエントリーしてください。


