
第 5 回 オープントーナメント世界総極真近畿大会（型） 

 
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) 

平成   年   月   日 
所属流派・道場・支部 ダブルエントリー     

はい ・ いいえ   

フリガナ 性別 

男 女 

生年月日 

昭和 平成   年   月   日(      年生) 選手名 
㊞   

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印下さい 
㊞   

 
身長        ㎝ 

 
体重         ㎏ 

住所 〒                          連絡先ＴＥＬ               

段・級位        段        級 空手歴      年   ヶ月 

過去２年間の空手大会 入賞歴・代表者様から一言   

 

 
出場するクラスに○をつけてください 

近畿大会（型） 

 

１ 幼年～小学生 型 初級 

 

２ 中学生～一般 型 初級 

 

３ 幼年～小学生 型 中級 

 

４ 中学生～一般 型 中級 

 

５ 幼年～小学生 型 上級 

 

６ 中学生～一般 型 上級 

 
  【各クラスについて】 

初級クラス→白帯・オレンジ帯・青帯 
  中級クラス→青帯・黄帯・緑帯 
  上級クラス→何色の帯でも可 
               
≪極真空手の型でお願いします≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※表彰の対象は４位までとなります。(トーナメントの人数によって異なる) 
※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) 
※申込締切  平成２９年７月１９日 (水) 必着でお願いいたします。 

 1 回戦～(指定) 準決勝(選択) 決勝(選択) 

初級クラス 大極Ⅲ 大極Ⅲ、平安Ⅰ 大極Ⅲ、平安Ⅰ 

中級クラス 平安Ⅱ 平安Ⅲ、撃砕大 
平安Ⅲ、撃砕大、撃砕小安

三、突きの型 

上級クラス 平安Ⅳ 
平安Ⅴ   

征遠鎮、十八 
平安Ⅴ、十八、最破、臥竜 
征遠鎮、五十四歩、観空 



第５回 オープントーナメント世界総極真近畿大会 

第９回 オープントーナメント世界総極真兵庫カップ 
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) 
平成   年   月   日 

所属流派・道場・支部 ダブルエントリー     

はい ・ いいえ   

フリガナ 性別 

男 女 

生年月日 

昭和 平成   年   月   日(      年生) 選手名 
㊞   

選手が未成年の場合、保護者署名、捺印下さい 
㊞   

 
身長        ㎝ 

 
体重         ㎏ 

住所 〒                          連絡先ＴＥＬ               

段・級位        段        級 空手歴      年   ヶ月 

過去２年間の空手大会 入賞歴・代表者様から一言  チャンピオンシップの権利(上級のみ)  有 ・ 無 

 

出場するクラスに○をつけてください 
兵庫カップ(ビギナーズ) 兵庫カップ(初級・中級) どちらかに○をつけてください 

１ 幼年 年中 男女 ビギナーズ 

２ 幼年 年長 男女 ビギナーズ 

３ 小学１～６年男子 ＿＿＿年生 

４ 小学１～６年女子 ＿＿＿年生 

５ 幼年 年中 男女 初級・中級 

６ 幼年 年長 男女 初級・中級 

７ 小学１～４年男子 初級･中級＿＿年生 

８ 小学５年男子 初級･中級 (36㎏未満) 

９ 小学５年男子 初級･中級 (36㎏以上) 

10 小学６年男子 初級･中級 (42㎏未満) 

11 小学６年男子 初級･中級 (42㎏以上) 

12 中学１年男子 初級･中級 ※ 

13 中学 2･3年男子 初級･中級 ※ 

14 高校 1年男子 初級･中級 ※ 

15 高校 2･3年男子 初級･中級 ※ 

16 小学１～６年女子 初級･中級＿＿年生 

17 中学１年女子 初級･中級 ※ 

18 中学 2･3年女子 初級･中級 ※ 

19 高校 1年女子 初級･中級 ※ 

20 高校 2･3年女子 初級･中級 ※ 

21一般 男子 初級･中級 ※ 

22一般 女子 初級･中級 ※ 

23一般 女子シニア(３６歳以上) 

24マスターズ 初中級(４１歳以上) 

25 グランドマスターズ(５０歳以上)  

≪ビギナーズ≫ 

入門 2年未満で、デビュー戦あるいは試

合経験のほとんどない選手。また、極真

空手の青帯(7級)レベルまでの選手。(初

心者向けのクラスですので、入門 1年未

満でも力がある選手や経験が豊富な選

手は初級へのエントリーをお願いしま

す) 

道場代表者様の良識のあるご判断をお

願いいたします。 

≪初級クラス≫初心者ではないが、試合経験や勝利経験が少ない選手。 

≪中級クラス≫過去 1 年間で県大会、選手権大会などで三位までに入ったことのない

選手。ジュニア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。※中学生以上は、出場人数により、初級中級統合、学年統合する場合があります 

近畿大会 (上級クラス)【チャンピオンシップ選抜大会】 

26 幼年  男女 

27 小学１～４年男子＿＿＿年生 

28 小学５年男子 (36㎏未満) 

29 小学５年男子 (36㎏以上) 

30 小学６年男子 (42㎏未満) 

31 小学６年男子 (42㎏以上)  

32 中学１年生 男子(50㎏未満) 

33 中学 1年生 男子(50㎏以上) 

34 中学２･３年生 男子(55㎏未満) 

35 中学２･３年生 男子(55㎏以上)  

36 高校 1年生 男子(60㎏未満) 

37 高校 1年生 男子(60㎏以上) 

38 高校２･３年生 男子(65kg未満) 

39 高校２･３年生 男子(65kg以上) 

40 一般 男子 上級（70㎏未満） 

41 一般 男子 上級（70㎏以上） 

42 一般 女子シニア 

43 マスターズ 上級（41歳以上） 

    

 

44 小学１～６年女子＿＿＿年生 

45 中学１年生 女子(45㎏未満) 

46 中学１年生 女子(45㎏以上) 

47 中学２･３年生 女子(50㎏未満) 

48 中学２･３年生 女子(50㎏以上) 

49 高校１年生 女子(50㎏未満) 

50 高校１年生 女子(50㎏以上) 

51 高校２･３年生 女子(50㎏未満) 

52 高校２･３年生 女子(50㎏以上) 

53 一般 女子 上級 

□世界総極真近畿大会【組手の部（高校生以下）】ベスト４はチャンピオンシップの出場権利が与えられます。 
□トーナメントは３名以上で成立し、表彰の対象は兵庫カップは３位まで、近畿大会は４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) 
□ビギナーズ、初級クラス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。 
□申込締切  平成２９年７月１９日 (水) 必着でお願いいたします



 

師範・代表者・責任者各位 

社団法人 国際空手道連盟 極真会館 
世界総極真 兵庫県米山道場 

大会事務局 
 

 
 
今大会の情報をメールにてお送り致しますので、道場・団体のメールアドレスをお知らせ

頂きたく思います。 
 
お手数ですが、下記にメールアドレスをご記入の上、大会申込書と一緒に返送して下さい

ますよう宜しくお願い致します。 
 
既に、ご連絡頂いている方は結構です。 
 
トーナメントの情報など、いち早くお知らせすることができますので、御協力の程宜しく

お願い致します。 
 

切り取り                  切り取り 

 

□道場名・団体名 

 
 

 

□メールアドレス 
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