
関　係　各　位

拝啓
　余寒の侯、皆様におかれましてはますますご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。いつも一
方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。
　さて、この大会は武道空手の普及発展および、親睦交流、健全な人間形成を目的として標記の
通り『第８回埼玉県空手道選手権大会』を開催する運びとなりました。
　日頃の稽古の成果を発揮できる場となることを願います。
　つきましては、下記の通り開催いたしますので、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

敬具

１ . 日　　　時 　２０２３年５月２７日（土） O９：３O 開場・受付 １O：OO 開会式

２ . 会　　　場 　大宮武道館（埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１２－３６）
　※駐車場が少ない為、公共交通機関のご利用をお願いします。

３ . 試合形式 　国際空手道連盟ルール

４ . ク　ラ　ス （※出場人数によって細分化、または統合される場合もあります。）
　《型》 １、幼年(小1以下)白～オレンジ帯の部　　２、幼年(小1以下)青帯以上の部

３、少年の部(白～オレンジ帯)　４、少年の部(青～黄帯)　５、少年の部(緑帯以上)
６、一般の部　（中学生以上）　

　《組手》 ７、幼年の部（男女混合）　　８、小学1年男子の部　　９、小学１年女子の部
１０、小学2年男子の部　　１１、小学２年女子の部　　１２、小学３年男子の部
１３、小学３年女子の部　　１４、小学４年男子の部　　１５、小学４年女子の部　　
１６、小学５年男子の部　　１７、小学５年女子の部　　１８、小学６年男子の部　　
１９、小学６年女子の部　　２０、中学１年男子軽量級　　２１、中学１年男子重量級　
２２、中学２・３男子軽量級　　２３、中学２・３男子重量級　　２４、高校男子軽量級
２５、高校男子重量級　　２６、中学１年女子軽量級　　２７、中学１年女子重量級
２８、中学２・３年女子軽量級　２９、中学２・３年女子重量級　３０、高校女子軽量級　　
３１、高校女子重量級　３２、男子シニア　３３、女子シニア　　３４、一般女子　　　　
３５、一般男子軽量級 　３６、一般男子重量級

５ . 参加費用 　型・組手どちらか１部門  　7,000円（パンフレット付）
　型・組手ダブルエントリー　8,000円（パンフレット付）
　別紙、出場申込書に必要事項を記入の上、各道場一括で、下記大会事務
　局まで現金書留で送付してください。

※一旦納付された参加費は、如何なる場合でも返金出来ません。（事故・急病や御不幸は配慮します）

※一般男子軽量級は『７７㎏未満』、重量は『７７㎏以上』。　※シニアは『３９歳以上』。　　

【極真全日本ｼﾞｭﾆｱファイナルカップ権利大会】

〒330-0064　埼玉県さいたま市浦和区岸町２－１１－１０
ＴＥＬ　０４８－８１６－９１５５

※中学２・３年男子の軽量は『５５㎏未満』、重量は『５５㎏以上』、※中学２・３年女子の軽量は『５０㎏未満』、重量は『５０㎏以上』。　　　

　極真会館橋本道場

大会実行委員長　橋本英明
国際空手道連盟極真会館　橋本道場

締め切り　　４月８日（土）　必着で有効

　（申込送付先）

※中学１年男子の軽量は『５０㎏未満』、重量は『５０㎏以上』、※中学１年女子の軽量は『４５㎏未満』、重量は『４５㎏以上』。　　　

※高校軽量は『７０㎏未満』、重量は『７０㎏以上』。　※高校女子軽量は『５５㎏未満』、重量は『５５㎏以上』。　

※当方の過失が無く大会を開催出来ない場合も参加費の返金は出来ません。

東日本大震災復興支援チャリティー

第８回　埼玉県空手道選手権大会

出場選手募集の御案内

記



【試合時間表】
延長 最終延長
１分 １分

２分 ２分
◆一般上級は決勝戦のみ試合時間が変わります。
◆最終延長戦に引き分けはありません、どちらかが勝者になります。

【防具着用表】
クラス ﾍｯﾄﾞｷﾞｱ スネ 拳 ﾌｧｰﾙｶｯﾌﾟ 胸ｶﾞｰﾄﾞ
幼年 ○ ○ ○ ○（女△） ×
小学 ○ ○ ○ ○（女△） ×（女△）
中学 ○ ○ ○ ○（女△） ×（女○）
高校 △ ○ ○ ○（女△） ×（女○）

シニア △ ○ ○ ○（女△） ×（女○）
一般女子 △ ○ ○ △ 女○
一般男子 × × × ○ ×

○着用義務　×着用不可　△着用任意
◆ヘッドギアは主催者側が用意します、それ以外は選手各自持参すること。
◆拳・脛の防具は布製のみ可。
◆女子の胸（ﾁｪｽﾄ）ガードは、胸部だけのスポーツブラタイプのみ可。（プラスチック製不可）

１回戦（指定） 準決勝まで（指定）

◆１対１で赤・白同時進行で型を行う（準決勝まで）。
◆延長（引き分け）の場合、主審の裁量で指定・選択型の中から違う型を行うこともある。
◆決勝にて選択型に無い型を故意では無くとも行い勝利した場合、失格とし相手側の勝利となります、
　　この際如何なる事情の抗議等も受け付けませんのでくれぐれもご注意下さい。

太極Ⅲ

平安Ⅲ

シニア

１分３０秒 １分

太極Ⅲ、平安Ⅰ～Ⅱ

小学生の部

平安Ⅱ
平安Ⅱ～Ⅴ、撃砕大、突きの型

安三、撃砕小、最破、十八
臥竜、征遠鎮、観空、五十四歩

平安Ⅳ～Ⅴ、撃砕大
突きの型、安三、撃砕小、最破

平安Ⅳ

太極Ⅲ、平安Ⅰ～Ⅱ

１分

１分

クラス

平安Ⅲ
平安Ⅲ、撃砕大

突きの型、安三、撃砕小、最破

太極Ⅲ

決勝戦（選択）

【型試合～指定型・選択型～】

幼年(小1以下)
白～オレンジ帯の部

太極Ⅰ

太極Ⅰ

平安Ⅱ

高校生の部

第８回　埼玉県空手道選手権大会

一般の部

組手試合時間及び防具

クラス
幼年の部

中学生の部

２分（一般上級決勝3分）

一般の部（中学生以上） 平安Ⅱ

平安Ⅱ少年の部（緑以上）

本戦

平安Ⅲ～Ⅳ
撃砕大、突きの型、安三

幼年(小1以下)
青帯以上の部

少年の部（白～オレンジ帯）

少年の部（青～黄帯）

平安Ⅱ



2023年　　　　月　　　　日
氏　名（未成年の場合は保護者）

印

＊　高校生以下は保護者の氏名を記入してください。
＊　写真（3ヶ月以内の物）を貼りつけ用と提出用各１枚。
　　　（裏面に道場名・出場クラス・氏名を記載）。
＊　納付された出場料は、如何なる場合も返金いたしません。
＊　記入漏れ、記入ミスの無いようにお願いします
　　　（出場クラスには特にご注意ください）。

ふりがな 性別 男 女

身長
体重

級・段位

〒
ＴＥＬ

記載内容
注意→ 年　齢

5月27日時点
での学年　　　　　　年

5月27日時点
での年齢　　　　　　歳

5月27日時点
での修業年数　　　　　　年

　【出場クラスに○印】
　※５月２７日時点の学年出場ｸﾗｽです。お間違えの無い様にご注意ください。
　《型》
　１、幼年(小1以下)白～オレンジ帯の部　　２、幼年(小1以下)青帯以上の部
　３、少年の部(白～オレンジ帯)　　４、少年の部(青～黄帯)　　５、少年の部(緑帯以上)
　６、一般の部（中学生以上）　　
　《組手》
　７、幼年の部（男女混合）　　８、小学1年男子の部　　９、小学１年女子の部
　１０、小学2年男子の部　　１１、小学２年女子の部　　１２、小学３年男子の部
　１３、小学３年女子の部　　１４、小学４年男子の部　　１５、小学４年女子の部　　
　１６、小学５年男子の部　　１７、小学５年女子の部　　１８、小学６年男子の部　　
　１９、小学６年女子の部　　２０、中学１年男子軽量級　　２１、中学１年男子重量級　
　２２、中学２・３男子軽量級　　２３、中学２・３男子重量級　　２４、高校男子軽量級
　２５、高校男子重量級　　２６、中学１年女子軽量級　　２７、中学１年女子重量級
　２８、中学２・３年女子軽量級　　２９、中学２・３年女子重量級　３０、高校女子軽量級　　
　３１、高校女子重量級　３２、男子シニア　３３、女子シニア　　３４、一般女子　　　　
　３５、一般男子軽量級　 ３６、一般男子重量級

入賞実績

出場クラス記載 　型：　　　　　　　　　　　組手：

名前を記入

所属
団体

（例）極真会館橋本道場

　　　　　　　cm
出場者
氏　名

この一年の主な大会

住　所

第８回　埼玉県空手道選手権大会

出 場 申 込 書
大会実行委員長　橋本英明

私議、本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。

　　　　　　　kg

　　　　　　　級　段

なお、試合中における事故ならびに負傷を負っても一切の異議申し立てをいたしません。

写真（のりづけ）

3cmX4cm

※当方の過失が無く大会を開催出来ない場合も参加費の返金は出来ません。

所属
道場

（例）東大宮道場

裏面に道場名と

（出場クラス）



●駐車場 会場の駐車スペースが少ない事と、周辺に有料駐車場も無い為

毎年ご迷惑をお掛けしております。

どうか公共交通機関をお使い頂くか、乗り合わせ等などして頂き近隣の

施設やお店などにご迷惑が掛から無い様ご協力をお願いします。

会場の駐車スペースが満車になり次第係りの者は会場内の業務に移ります、

会場駐車スペースがなくなっても当方では対処出来ませんのでスッタフ

への駐車に関する要望や苦情はおやめ頂くようお願いします。

●ゴミ 会場内で出たゴミの持ち帰りの徹底をお願いします。

会場内のゴミ箱や近隣のお店などにゴミを捨てるのもご遠慮ください。

●体重 軽量の体重が各クラスの超えた場合、全試合下記からとなります
１ｋｇ未満 ・・・ 注意1
１ｋｇ～２ｋｇ未満 ・・・ 減点1
３ｋｇ以上 ・・・ 失格

●ゼッケン ゼッケンは必ず背中中央え貼ってください。

●アップ場 アップ場は２階柔道場になります。

●マスクについて 試合中のマスクの着用は任意と致します、館内並び待機中の試合時以外は
マスク着用を義務とさせて頂きます。

●待機場所 自身の５試合前になりましたら試合会場に入って頂き、試合が終わりましたら
２階観覧席かアップ場へご移動下さい、試合会場への居座りは禁止します。

●申込エントリー 大会へお申し込み頂いた内容に（参加クラス等）に誤りがあった際には失格と
なってしまいますのでお申し込みの際は十分置きお付けください。

大会注意事項



この度【第８回埼玉県空手道選手権大会】を開催する運びとなりました。
充実した大会を行うため、大会には欠かせないパンフレットの充実感は欠かせません
思い出に残るパンフレットを作るためどうかご支援ご協力をお願い致します。

１ページ 40,000円

１／２ページ 20,000円

１／４ページ 10,000円

１／８ページ 5,000円

お申込み締め切り 2023年4月8日（土）

代金郵送先 〒３３０－００６４
埼玉県さいたま市浦和区岸町２－１１－１０
極真会館橋本道場
０４８－８１６－９１５５

データ送信先 kyokushinhashimoto@sky.plala.or.jp 

第8回埼玉県空手道選手権大会パンフレットへの協賛広告

ご住所

電話番号

１／２ページ

１／８ページ

１／４ページ

（A４サイズ）

名前（会社名）

協賛広告のお願い

開催年月日 ２０２３年５月２７日（土）

開催会場 大宮武道館

主催者 極真会館橋本道場


