
平成 29年 8月 吉日

日本空手道 大志会

代 表  工藤正人

TEL、  FAX0138‐ 65‐3138

第 13回 日本空手道 大志会大会のご案内

拝啓 盛夏の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さてこの度、下記の日程にて 「第 13回日本空手道 大志会大会」を開催いたします。

今迄同様、道場生、保護者、各道場の協力を得てより良い大会を目指して頑張りますので、多

数の参加をお願い致します。尚、駐車場の関係上、できる限 り乗 り合わせのうえ、ご来場されま

すようお願い致します。

敬具

記

1、 日時 平成 29年 10月 29日 (日 )午前 9時 開場 (開会式 午前 10時 )

2、 会場 鹿部町総合体育館 TEL 01372-7-3988

(茅部郡鹿部町字宮浜 265-1)
3、 参加クラス 1)幼児男女混合 2)イ 学ヽ男子 1年 3)ガ 学ヽ男子 2年

の 小学男子 3年 5)ガ 学ヽ男子 4年 6)ガ 学ヽ男子 5年

7)小学男子 6年 9月 学ヽ女子 1・ 2年 9ガ 学ヽ女子 3・ 4年

10小学女子 5・ 6年  11)中学男子 (1～ 3年)

※参加人数の少ないクラスは中止もありうるので、ご了承願います。

4、 ゼッケン  当日配布します。

5、 セコンド席 (2名 ) 保護者も可能です。 但し、言動には十分注意をお願い致します。

6、 表 彰   1)各 クラスとも3位まで (3位は 2名 )

2)各クラスとも敢闘賞あり

7、 参加料    全クラス4,000円

8、 申込期限  平成 29年 9月 27日 (水)必着厳守

9、 申込先   〒041-1121
北海道亀田郡七飯町大中山 1丁 目8番 33号

日本空手道 大志会 代表 工藤正人

TEL. FAX 0138-65-3138
10、 その他  1)選 手控え席付近には、選手係 り以外は立入 り禁止。

2)傷害保険は各団体にて加入してください。

3)ゴミは各自で持ち帰り願います。

4)靴袋持参願います。

5)食事の際は、会場を汚さないよう充分注意をお願いします。

6)ビデオ撮影で二脚使用は禁止。

7)選手の毛染め、剃 り込み等の頭髪は禁止。

8)膝サポーター装着義務 (小学生、中学生)

9)金的装着はズボンの中へ。



試 合 規 定

■.試合時間

1)全試合  本戦 1分 30秒 延長、再延長 1分 (再延長は決勝戦のみ)

*拳、足、膝のサポーターは布製とし、グローブは認めない^

*女子の胸ガー ドは胸のみ、腹部まで覆 うものは禁止。

*膝サポーター装着義務 (小学生、中学生 )

*金的装着はズボンの中ヘハ

3.反則技

1)手、肘による顔面、首への攻撃 (正拳、手刀、肘等)但し、牽制することは自由とする。

2)掌底による攻撃

3)金的への攻撃

4)頭突き及び相手に頭、肩、肘を付けてからの攻撃

5)道着、手足を掴んでからの攻撃

6)先に抱え込んでからの攻撃

7)背後からの攻撃

8)倒れた相手への攻撃

9)場外への逃げ (回 り込みは OЮ 、技の掛け逃げ

10)小学生以下の上段膝蹴りを禁止とする。

*以上の反則に、[注意 Jが とられ、[注意2]で臓 点 1]と なり、臓 点2]で阪則負け]と する。

4.有効技

1)手による胸、腹への攻撃 (正拳、手刀、肘打ち等)

2)足による攻撃 (回 し蹴 り、前蹴り、横蹴り、後ろ回し、踵落し、足払い正拳突き等)

3)反則攻撃以外で途中で泣き出した場合、相手に技有りもありうる。

*技を瞬時に決めた場合、餃 有り]と なり、3秒以上動かない又は戦意喪失した場合卜 本勝ち]、 跛 有

り]二つで[合わせて一本勝ち]とする。

5.判定

1)技有りがある場合は、技有りを優先する。

2)お互いに技有りが無い時は、ダメージが少ない者及び有効打の多い者の勝ち。

3)延長戦において有効打、手数、足数を加味して、必ず判定を下す。

4)再延長戦は決勝戦のみで、必ず判定を下す。

2.防具

参加 クラス ヘッドギア 拳サポ 足サポ 膝サポ 胸ガー ド 金的ガー ド

幼児男女混合 ○ ○ ○ 自由 × 自由

小学男子 ○ ○ ○ ○ × ○

小学女子 ○ ○ ○ ○ 自由 自由

中学男子 ○ ○ ○ ○ × ○

*今 ッドギアは主催者が用意 (装着は選手係のみ)、 その他のサポーターは各自が用意すること。



第 13回 日本空手道 大志会大会

私は、本大会のルール及び規定を遵守し、試合における勝敗に関しては大会審判団に

一任し、一切の異議を申し立てないことを誓います。また試合中におけるいかなる事

故に対しても自己の責任とし、主催者に対して責任を追及しないことをここに誓約し

ます。

平成 年

選手氏名

保護者氏名

参 加 申 込 書

印

ふ りがな 学年/年齢 性 別 いずれかに○

氏 名 / 男・女 幼児 0小学生 0中学生

住所

Ъ ( )

団体名 修行年数 年 ヵ月

級 位 級 身長・体重 Clll kg

参カロクラス

(Oをつける)

幼児男女混合

小学男子 4年

小学女子 304年

小学男子 1年  小学男子 2年

小学男子 5年  小学男子 6年

小学女子 5・ 6年  中学男子

小学男子 3年

小学女子 102年


