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２０２０廣重杯 全日本極真空手道選手権大会
出場選手募集のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスが全世界を席巻し、大きな被害をもたらしました。
まだ、ウイルスとの戦いを終えたわけではありませんが、極真空手、フルコンタクトカラテの修行に励む生徒
達の活躍の場、修行の成果を発揮する場として、今年は名称を「2020 廣重杯 全日本極真空手道選手権大会」
として開催させていただく運びとなりました。
今大会は新型コロナウイルス感染拡大防止処置として組手部門のみ、そしてカテゴリー数の縮小を講じた形で
の開催になります。
つきましては募集要項１式をご案内させていただきますので、多くの出場選手をお待ちしております。

極真拳武會主催大会における個人情報および肖像権に関わる取扱いについて

極真武道空手連盟 極真拳武會は、主催する各大会の参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱い
に関して以下のとおり対応します。

大会申込書に記載された個人情報の取り扱い
（１）大会プログラムに掲載されます。
（２） 競技会場でアナウンス等により紹介されることがあります。
（３） 競技場内外の掲示板に掲載されることがあります。
２ 競技結果（記録）等に関する取り扱い
（１） 認められた報道機関等により、新聞・雑誌及びホームページ等で公開されることがあります。
（２） 大会プログラム掲載の個人情報とともに、本協会が作成するホームページ及び記録集等に掲載されます。
（３） 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。
３ 肖像権に関する取り扱い
（１） 認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書及び関連ホームページ等で公開されることがありま
す。
４ 極真武道空手連盟 極真拳武會としての対応について
（１） 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用されることはありません。
（２） 大会参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応させていただきます。

【大会申し込みの流れ】

１． メール添付ファイル、もしくは郵送にて送付した案内兼申込書を各支部、各道場でプリントアウトして道場生へ配布をお願い
いたします。（恐れ入りますが必要数をコピーしてください。）

２． ８月７日（金）までに参加選手は所属する道場へ費用を添えて申込書を提出。

３． ８月７日（金）までに各支部、各道場で参加選手の情報を添付の出場データー「2020 廣重杯選手データー」に入力して、

kenbukai.kogadojo@gmail.com

まで返信をお願いいたします。

件名：2020 全日本廣重杯 （団体名/支部名）にてお願いいたします。

※申込用紙原本は 8/７（金）までに下記の川崎元住吉支部までご郵送をお願いいたします。

４． 組合せ確定後に出場選手人数分の請求書を各団体様に送付させていただきますので、各選手は所属の団体、道場様に出
場料をお預けください。請求書到着後、指定期日までに参加費×人数分を指定の口座までお振込願います。出場料は各団体
（各支部）様にて取りまとめていただけますようお願い申し上げます。
※現金書留での郵送はご遠慮願います。

5. 大会審判協力を合わせてお願い申し上げます。
添付の審判申請書に入力して kenbukai.kogadojo@gmail.com まで合わせて返信をお願いいたします。

※出場選手データーの入力ミスをなくすため、申込用紙郵送と Excel データー両方での申込を必ずお願い申し上げます。

不明な点がありましたら、大会担当の古賀までご連絡ください。
大会事務局
〒２１１-００２５
神奈川県川崎市中原区木月３-３３-１ ストロベリーフィールド 1A
極真武道空手連盟 極真拳武會 川崎元住吉支部
TEL:０８０-４４６８-７４４０ Ｅメール：kenbukai.kogadojo@gmail.com

※「2020廣重杯選手データー」は極真拳武會ホームページよりダウンロードください。

①. 主 催：極真武道空手連盟 極真拳武會
②. 大会実行委員長：金子 雅弘（極真拳武會会長）
③. 日 時：令和２年９月２２日（火）
第一部（幼年～小学３年生） ：開場・体重測定ＡＭ９：１５ 開会式ＡＭ１０：００

試合開始ＡＭ１０：１５

第二部（小学４～小学６年生）：開場・体重測定ＰＭ１３：３０ 開会式ＰＭ１４：００ 試合開始ＰＭ１４：１５
第三部（中学生以上すべて） ：開場・体重測定ＰＭ１６：００ 開会式ＰＭ１６：３０ 試合開始ＰＭ１６：４５
※体重測定は各コートにて行います。選手受付はありません。

出場選手の状況に応じてクラスの変更、開始時間の変更のある場合があります。
対戦表、コート割りは大会の１週間前に極真拳武會大会ホームページに公開

http://kyokushinhttp://kyokushin-kenbukai.com/

※今大会は新型コロナウイルス感染拡大の予防の対応として各部完全入れ替え制、選手の付き添い１名と限定します。
セコンドチケットのない方は入場できません。（付き添い保護者に小学生以下兄妹の入場は許可します。
セコンドチケットのない方は入場できません。（付き添い保護者に小学生以下兄妹の入場は許可します。

④. 会 場：横浜市 横浜武道館（1F
⑤. 住 所：

武道場）※2020 年 6 月末オープン予定

神奈川県横浜市中区翁町２丁目９番１０ https://budokan.buntai.jp/

※施設に駐車場はありますが（有料）、利用には限りがあります。極力、公共の交通機関をご利用ください。

JR 根岸線 関内駅南口下車、徒歩 4～5 分 横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町下車、徒歩 4～5 分

⑥. 大会出場料： 組手部門６０００円
⑦. 締切り：８月７日（金）※大会事務局必着
※大会事務局必着
※大会事務局への送付は各団体でまとめて送付してください。個人での申し込みは受付しておりません。
⑧. 資 格：２０２０年度スポーツ安全保険に加入済みであること。所属する団体、先生の許可を有する者。

⑨. 出場クラス：別紙の
別紙の“
別紙の“出場カテゴリー”
出場カテゴリー”一覧を参照してください。

●その他
※表彰は各クラスの決勝戦終了後に表彰ブースにて行います。表彰になる方は呼び出しまで近くで待機してくだ
さい。（一般上級クラスは全試合終了後に表彰式にて表彰いたします。）
※７名以下のクラスは３位決定戦を行い、入賞は３名となります。
※３名以下のクラスは優勝者のみの表彰となります。
※選手への応援はとても良い事ですが、相手選手を 威嚇するような発言や態度等、下品な応援は絶対に止めて
下さい。
※サポーター類の細工や虚偽の申請が発覚したら、 入賞した場合でも取り消しにします。
※試合会場アリーナ内は土足厳禁です。スリッパや上履きを持参されると良いと思われます。
※参加人数により、クラスが統合される場合があります。
※別紙に大会決定事項があります。
※申込後に昇級された場合も、申込時の帯を着用して参加下さい。

※申し込み後に納入された申込金は大会中止の際は原則返金、それ以外の事由における返金は致しかねま
す。ご了承ください。
※組手競技・型競技についてのルールにつきましては極真拳武會規定のルールにて開催させていただきます。
極真拳武會ホームページにて参照ダウンロードください。

http://kyokushinhttp://kyokushin-kenbukai.com/
kenbukai.com/

★試合時間

本戦 → 延長戦 → マスト判定
クラス

本戦

延長

幼年

１分

１分

小学１年生～２年生

１分３０秒

１分

小学３年生～中学生

１分３０秒

１分３０秒

高校生～女子

２分

２分

壮年ミドル

１分３０秒

１分３０秒

壮年マスターズ

１分３０秒

１分

一般初級・中級

２分

２分

一般上級

２分

２分

（準決勝以降）

３分

２分

※今大会は延長１回までマスト判定にて勝敗を決します。
★着用するもの

○着用する △任意で着用 ×着用しない

△

○

３年生～中学生

○（面有り）

○

○

○

女子〇男子△

○

△

○

高校生

○（面有り）

×

〇

○

○

△

○

△

○

高校女子（上級）

○（面有り）

×

〇

○

○

○

×

△

○

女子（上級）

×

×

×

○

○

○

×

△

○

壮年部

○（面有り）

○

×

○

○

×

○

△

○

一般初級・中級

○（面有り）

○

×

○

○

×

○

△

○

一般上級

×

×

×

×

×

×

○

△

○

赤紐

マウスピース

○

（男子）

△

指定

ファールカップ

チェストサポーター

ヒザサポーター

△

（男子・女子）

すねサポーター

○

パンチング

○

グローブ

○（面有り）

ヘッドギア

拳サポーター

インナーシールド付き

幼年～２年生

※幼年から小学生・中高生・壮年・一般ヘッドギアは面有りを着用。大会本部では準備しません。
必ず面金部分にインナーシールドもしくはマスク着用
必ず面金部分にインナーシールドもしくはマスク着用となります。
マスク着用となります。
※女子は小学３年生から高校生ついてはチェストサポーター（BB-SPORTS 製 2JCHS 等）の着用が義務付けとなります。
男子のチェストサポーター女子のアンダーガードの着用は任意です。
※小学３年生から高校生の女子については、ｲｻﾐ製の胸ｶﾞｰﾄﾞ（TT-28）を着用する場合に限り、チェストサポーターの着用義務はありません。
※細工した防具の使用や義務防具を装着していない場合は失格となります。
※防具については、選手係がチェックを行います。
※一般女子はカップのついた物を着用。

●当日の連絡先０８０－４４６８－７４４０（担当：古賀） ※会場や駐車場の案内はいたしかねます。

大会事務局
〒２１１-００２５
神奈川県川崎市中原区木月３-３３-１ ストロベリーフィールド 1A
極真武道空手連盟 極真拳武會 川崎元住吉支部
TEL:０４４-４３１-４３７２ Ｅメール：kenbukai.kogadojo@gmail.com

出場クラスカテゴリー一覧表【組手部門】（申し込み時に間違いのないようにしてください。）
1.

幼年年中以下の部（園児年中以下）

2.

幼年年長の部（園児年長）

3.

小学１年生男子の部

4.

小学１年生女子の部

5.

小学２年生男子の部

6.

小学２年生女子の部

7.

小学３年生男子軽量級の部

8.

小学３年生男子重量級の部

（３０kg 以下）

9.

小学３年生女子の部

10. 小学４年生男子軽量級の部
（３３kg 以下）

12. 小学４年生女子の部

13. 小学５年生男子軽量級の部
（３５kg 以下）

15. 小学５年生女子の部

16. 小学６年生男子軽量級の部
（４０kg 以下）

18. 小学６年生女子の部

19. 中学１年生男子軽量級の部
（45kg 以下）

21. 中学１年生男子重量級生の部
（55kg 超）

24. 中学２・３年生男子重量級生の部
（55kg 超）

22. 中学２・３年生男子軽量級の部
（45kg 以下）

25. 中学生女子軽量級の部
（40kg 以下）

27. 中学生女子重量級の部

28. 高校生男子軽量級の部

（50kg 超）

（６５kg 以下）

30. 高校生女子軽量級の部

31. 高校生女子重量級の部

（５０ｋｇ以下）

（５０ｋｇ超）

（３０kg 超）

11. 小学４年生男子重量級の部
（３３kg 超）

14. 小学５年生男子重量級の部
（３５kg 超）

17. 小学６年生男子重量級の部
（４０kg 超）

20. 中学１年生男子中量級の部
（45kg 超 55kg 以下）

23. 中学２・３年生男子中量級の部
（45kg 超 55kg 以下）

26. 中学生女子中量級の部
（40kg 超 50kg 以下）

29. 高校生男子重量級の部
（６５kg 超）

32. 女子上級軽量級の部
（１６歳以上 55kg 以下）

33. 女子上級重量級の部

34. 壮年ミドル初級・中級軽量級の部

35. 壮年ミドル初級・中級重量級の部

（１６歳以上 55kg 超）

（３６歳以上４５歳以下４級以下７２ｋｇ以下） （３６歳以上４５歳以下４級以下７２ｋｇ超）

36. 壮年ミドル上級軽量級の部

37. 壮年ミドル上級重量級の部

（３６歳以上４５歳以下３級以上７２ｋｇ以下）

（３６歳以上４５歳以下３級以上 ７２ｋｇ超） （４６歳以上４級以下 ７２ｋｇ以下）

39. 壮年マスターズ初級・中級重量級の部

40. 壮年マスターズ上級軽量級の部

41. 壮年マスターズ上級重量級の部

（４６歳以上４級以下 ７２ｋｇ超）

（４６歳以上３級以上 ７２ｋｇ以下）

（４６歳以上３級以上 ７２ｋｇ超）

42. 一般初級・中級軽量級の部

43. 一般初級・中級重量級の部

44. 一般上級軽量級の部

（３級以下 70kg 以下）

（３級以下 70kg 超）

（１６歳以上 65kg 以下）

45. 一般上級中量級の部

46. 一般上級軽重量級の部

47. 一般上級重量級の部

（１６歳以上 65kg 超 75kg 以下）

（１６歳以上 75kg 超 85kg 以下）

（１６歳以上 85kg 超）

38. 壮年マスターズ初級・中級軽量級の部

大会開催にあたり（今大会特別規定）
今大会は新型コロナウイルスの影響により、通常の大会運営を行うことが困難となっております。
今年の大会は下記の通り変更箇所等がございますので、必ずお守りください。

【新型コロナウイルス感染防止対策】
〇大会当日は必ず検温して発熱・咳・風邪などの症状がないことを確認してください。
※症状の確認される選手・同伴者は入場をお断りさせていただきます。
〇入場者は選手を含めて全員マスク着用とさせていただきます。（マスク着用の無い場合入場できません）
〇付き添いの方は常時着用、選手は試合中以外着用してください。
〇入場時に設置の消毒スプレーにて必ず手指の消毒をお願いいたします。
〇付き添いの方は入場チケット裏面に住所連絡先を明記の上で準備して当日に必ず持参してください。
〇飛沫防止のため、ヘッドガードの内側にインナーシールドの装着、 又はマスク着用で行う。
※一般上級・女子上級を除く。今大会は幼年部から壮年部までヘッドガードの装着義務とさせていただきます。

〇試合終了後の握手は行わない。
〇今大会は３部制で行い、完全入替制で行います。
〇運営スタッフ、審判員も全員マスク及びフェイスシールドの着用
〇大会当日から２週間以内に海外渡航歴がある方の出場はご遠慮願います。
〇選手を含む入場者の方は同居中の親族、濃厚接触者等に発熱等の症状があった場合は出場をご遠慮下さい。
〇セコンド以外の方は競技会中に大きな声で会話、応援をしないこと。
〇感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従い、参加取消しや途中退場を求め
ることがあります。
〇競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し
て速やかに濃厚接触者の有無等について報告するようにお願いいたします。
※大会当日に別紙のコロナウイルス感染防止策チェックリストを提出してください。

【大会の決行・中止について】
〇大会開催にあたり新型コロナウイルスの感染拡大が危惧された場合は中止の可能性もあります。
（極真拳武會のホームページ、Facebook でお知らせいたします。）
〇大会開催までの期間に状況が変わり中止になった場合、 又は大会会場となる施設側からの中止要請が発令
した場合は参加費全額を返金させていただきます。（所属団体に後日返金）

【大会注意事項】
〇会場内、選手の付き添い（保護者同伴）は 1 人までとします。セコンドチケットをゼッケンと一緒に送付。
※チケットがない方の入場は出来ません。
（ただし付き添い保護者に小学生以下の兄妹の入場は許可します。その他の例外は認められません）
〇試合は全て延長 1 回までのマスト判定といたします。
〇ヘッドガード、サポーター、赤紐は持参。（感染拡大予防の観点から貸し出しは一切行いません）
〇指定場所以外でのウォーミング、練習は絶対に禁止とします。
〇選手のセコンドは 1 名のみとします。
〇表彰式においてトロフィー授与は行わず、後日に所属団体様の方に発送となります。

上記の内容に同意した上で申し込みをお願いいたします。

2020 廣重杯 全日本極真空手道選手権大会
申込書
大会実行委員長殿
私は今大会のルール及びに規則を遵守し、正々堂々と試合することを誓います。
また、今大会における勝敗の判定に対して主催者の指定された審判員に委ね、一切の異議を申し立てないこと、大会の実
施要項等を理解・承諾して、試合におけるいかなる事故（負傷・後遺症・死亡）が生じても主催者に対し責任を追及しな
いこと、また個人情報および肖像権に関わる取扱いについて承認理解したことをこの書面にて誓約いたします。
本大会への出場に関して、自己の責任において出場するものとし、これによって生じた傷害、損害、損失等について、大
会の主催者、開催会場、本大会の関係者に対して訴訟しないことを誓約し署名します。

２０２０年

月

（未成年のみ）
印
○

ˊ

ㄇㄇㄥ

出場選手氏名

日
印
○

保護者氏名

フリガナ

生年月日
男 ／ 女
年

選手氏名
〒

月

日生（

携帯

－

－

自宅

－

－

歳）

住 所
身長

㎝

体重

㎏

級・段位

級・段

修行年数

年

所属支部・団体名
道場
出場クラス番号
クラス番号（

）クラス名

の部

過去一年の入賞歴

所属団体（道場）
〒

-

団体所在地
TEL

-

-

責任者氏名

印
○

※参加人数により、クラスが統合される場合があります。
※申込後に昇級された場合も、申込時の帯を着用して参加下さい。
※大会当日の計量で出場クラス規定の体重を越えている場合は失格となります。
※計量時に空手衣ズボンとＴシャツを着用して計測。（測定体重から－１ｋｇを記録体重とします。）
※申し込み後に納入された申込金は大会中止の際は原則返金、それ以外の事由における返金は致しかねます。。ご

了承ください。

提提する前に必ず学学に提出クラスの確確を行ってください。クラス間間いの提出は確められません。

感染防止策チェックリスト ※大会当日入場時に提出
★以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

〇体調に問題はありませんか？（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいますか？

問題なし

いない

問題あり

いる

□過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴又は当該
在住者との濃厚接触がありますか？

□マスクを持参してる。

ない

持参してる

ある

持参していない

（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること）

大会開催中における同意事項
大会開催中における同意事項
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること（障がい者の誘導
や介助を行う場合を除く）

□イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと

□イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やか
に濃厚接触者の有無等について報告すること

□イベントの前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

上記内容を確認の上、遵守することに

選手氏名

住所：〒

同意する
同意する ・ 同意しない
同意しない

印

所属支部・団体名

―

連絡先

出場クラス名 （

－

）

－

の部

(〇で囲んでください。)

大会規定防具ガイド
拳サポーター

イサミ製 品番 L－３６５ Ｌ－３０５８
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。）
（ナックル部分が劣化して薄い物、著しく傷んでいる物は禁止）
JKJO 指定防具の拳サポーターも可

スネサポーター

イサミ製 品番Ｌ－２２７ 品番Ｌ－２８９
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可

ヒザサポーター

イサミ製 品番Ｌ-１２２Ｉ

商品名 ローキックサポーター

イサミ製 品番Ｌ-１２０

商品名 ニーキャップガード

イサミ製 品番Ｌ-１１０３ 商品名 ニーガード
もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可
金的ファールカップ

イサミ製 品番Ｌ６７２

商品名 金的サポーター

もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。）
金属製カップは使用不可
ヘッドガード

イサミ製 品番ＴＴ-２５ かＣＫＷ-１０
もしくは上記製品に準じた物
（色の指定はありません。）
JKJO 指定防具も可
プラスチック面も可とします。

チェストサポーター

BB-SPORTS 製 品番 2JCHS
もしくは イサミ製 インナーチェスト 品番 L-8303
みぞおち部分を保護するものは不可

女子選手はｲｻﾐ製の胸ｶﾞｰﾄﾞ（TT-28）を着用の場合は
チェストサポーターの着用義務はありません。
女子チェストガード
イサミ製 胸ガード 品番 ＴＴ－２８
もしくは上記製品に準じた物。
※パッドが入ったスポーツブラタイプも可

パンチンググローブ
一般的なパンチンググローブ
オープンフィンガーグローブは不可
（色の指定はありません。）

ヘッドガードのインナーシールドについて

上記写真のような目下まで飛沫を防ぐインナーシールドを装着義務とします。

赤紐について
腰に巻く赤紐です。もしくは帯に取り付ける形でお願いいたします。※選手各自で用意をお願いいたします。

