
日本赤十字社 東日本大震災・平成 28 年熊本地震災害 義援金チャリティー 

２０19秋季神奈川県ビギナーズ空手道選手権大会 

 

１１月１0日（日曜日）神奈川県立武道館 
神奈川県横浜市港北区岸根町７２５番地  横浜市営地下鉄 岸根公園駅下車徒歩３分 

※付近に有料駐車場は有りますが、混雑が予想されます。 

    《参加選手募集！》【ビギナーズ大会】 

「武魂杯」はビギナーズ大会として開催されます。「一人でも多くの選手に優勝！入賞！表彰の

チャンスを！」この武魂杯の主旨を最大限に実行致します。 

幼年～壮年までの男女（白帯～黒帯まで）の大会（新人戦、上級試合等）での入賞実績のない選

手を対象としたビギナーズ大会です。 

「ビギナーズ＝初心者」ですから、本来茶帯黒帯は対象外と言えますが、極真空手の修行は大会

試合成績が全てではありませんから、大会試合の実績、入賞経験がなくても茶帯黒帯取得の稽古生

もいることでしょう、稽古を続け茶帯黒帯取得し、いざ「試合に挑戦！」と思っても参加できる試

合は強豪選手揃いの上級カテゴリーのみが現実です。この現実（試合経験はビギナーな茶帯黒帯）

を考慮し、茶帯黒帯のチャレンジマッチ、ビギナーズカテゴリーを用意致しました。（各大会での

入賞経験が無い事が条件となります） 

本大会は、まずはカテゴリーを細分化して申込受付し、申込人数の状況により参加少ないカテゴ

リーは混合、参加多いカテゴリーは更に体重を最大 5階級に分ける事で、日々厳しい極真空手の稽

古に励む選手が一人でも多く優勝、入賞のチャンスを掴み、今後の極真空手稽古生、選手として、

躍進、希望のきっかけとなる大会を目指します！ 

☆武魂杯争奪戦☆（主催者選出）☆ 

全てのカテゴリーの中で、最も“魂こがして”闘った選手にＭＶＰ最優秀集選手賞を贈ります。 

受賞者には“武魂杯”特大カップを 1年間保有いて頂き、次大会で返還して頂きます。（副賞有り） 

【大会当日】 
受付なし 午前の部開会式（選手は出場コートに整列） 

受付は行いません、各自の試合時間に選手呼び出しコール時に不在の場合失格となりますのでご 

注意下さい。申し込み時体重の＋―５ｋｇの場合は失格となる場合があるのでご注意下さい。 

午前の部 【組手】幼年、小学生 【型】中学生、高校生、一般、壮年 

→午前９時開場  午前 9時３０分開会式予定 午前 9時４５分試合開始予定 

午後の部 【組手】中学生、高校生、一般、壮年  【型】幼年、小学生 

→午後 1２時集合 受付なし 開会式なし 午前の部終了のコートから随時試合開始 

表彰式 

各カテゴリーの試合終了後、準備でき次第、特設表彰ステージにて表彰式、写真撮影（入賞者家

族関係者が撮影して下さい）を行います、入賞者は場内アナウンスに注意して下さい。 

閉会式（午後の部終了後）  ”武魂杯“ＭＶＰ最優秀選手賞、特別賞発表 



※午前の部の閉会式は行いませんが 午前、午後の部の入賞者は記念撮影のためカップ、トロフィ

ー、盾等（表彰状は不要）を持参しなるべく全員参加して下さい。（午前の部入賞者もできるだけ

参加して下さい）午前の部、午後の部共に入賞者以外の選手も閉会式参加可です。閉会式参加選手

は必ず空手着で参加） 

参加資格 別記、参加試合規定（申し込み時の帯級、大会実績）に準じ支部長の許可を受けた選手。 

☆全てのカテゴリーを神奈川県外からも募集致します、少年部は（小学生以下は試合間隔 21 日ル

ール、型以外）厳守の上、申し込み下さい。 

☆10月１日（火）までに参加道場に組み合わせ、各カテゴリーの各階級の規定体重を報告予定 

 10月８日（火）まで、組み合わせ記載事項、訂正、変更、受付。 

支部、道場申込締切日   月  日   まで 神奈川横浜川崎東支部提出期限８月３１日（土） 

※８月３１日までに申込書は郵送で、出場手選手瀬リスト表は別案内のエクセル入力後、送信して

下さい（支部、道場まとめて）    参加料支払いは、参加選手出場決定後（別紙案内） 

参加費 【組手】７，０００円 【型】６，０００円 【組手、型 両方参加】１０，０００円 

参加費納入後の返金、申込み取り消しは如何なる場合も認めませんのでご注意下さい。 

【試合規定、注意事項】 

☆☆大会会場は他団体、他者の利用があります、入口、通路、会場全てでの態度にお気を付け下さ

い。武道極真会館の礼節重視を示すためにも、皆様のご理解とご協力を切にお願い致します！ 

☆本大会は国際空手道連盟極真会館ルールを基準とします。 

規定体重は申込時の体重により分別します、大会当日申込時体重から＋―５ｋｇの場合失格にな

る場合があるので成長期の少年部（中高生）等は＋２～３ｋｇでの記載を考慮下さい。 

☆幼年、小学生は前回の試合（支部内交流試合、型競技を除く）から「2０日間以上経過している

事」を確認してから申込して下さい。 

✩道着の腕まくり、袖を肘より短く切る事は禁止です。標準道着に後付けのワッペン等のある道着

では出場できません。 

✩テーピングは原則禁止です、どうしても必要な場合は医師の診断書持参の上大会医事に相談して

下さい。（許可の判断は状況によります） 

✩各試合コートに試合進行 No を表示致します、選手は各自の責任で自分の試合の５試合前には、

出場コートで待機して下さい。試合時にいない場合は失格となりますので、特に幼年、低学年は

セコンド、保護者も注意して下さい。 

✩セコンドの人数制限は致しませんが、応援する選手の試合が終了次第速やかにセコンド席から退

席して下さい。応援の際は必ず座り、床やマットを叩いたり怒鳴る罵声等礼節のない応援は禁止

です、またメガホン携帯電話等の使用も禁止です。悪質な場合、退場選手失格の場合もあります。 

✩大会中の負傷、急病の応急処置は致しますが、それ以後の責任を主催者は負いません。 

 必ず、メデイカルサポートに加入して下さい。 

問い合わせは、各支部長にお願いします、参加者等直接の問い合わせはご遠慮願います。 

✩大会会場付近には、有料駐車場はありますが、混雑ご予測されますので、電車、バス等のご利用

をお勧め致します。 

✩会場内はガム、飲酒、サングラスなどは禁止です。開会式、閉会式での私語も慎みましょう。 

✩会場内で小さいお子様が遊びまわったり、騒いだりしない様にご注意下さい。 

※大会会場への直接の問い合わせは厳禁とします 



《大会申込カテゴリー》 

☆全て申込後、体重により、軽量、軽中量、中量、軽重量、重量の最大５階級に分けます。参加選

手が少ないカテゴリーは体重、学年、年齢、混合になる場合があります。 

✩受付時の体重測定は行いませんが、申込申請体重より５ｋｇ以上オーバーの可能性があると主催

者、対戦相手から指摘された場合は体重測定を行い、失格になる場合があります。 

 特に少年部、中、高生は成長期です、申し込み時の体重を 1～３ｋｇ位、多目に申請する事をお

勧め致します。 

☆申込時の帯、級で申込し、その後大会当日までに昇級した場合でも、申込時の帯で参加とします。 

☆年齢は大会当日の年齢を申込書に記入下さい。 

☆武魂杯主旨と選手の安全を考慮し多くのカテゴリーを用意致しますが２名以下の申込カテゴリ

ーはワンマッチまたは他カテゴリーと混合します。混合カテゴリーが成立しない場合は申込無効と

なり、参加費は返金致します。 

☆原則３名のカテゴリーは総当たり戦、４名以上のカテゴリーはトーナメント戦となります。 

☆表彰は２名ワンマッチは優勝者のみ、７名以下のカテゴリーは準優勝まで、８名以上のカテゴリ

ーはベスト４（３位）までと致します。（組手、型、同様） 

 

《男子組手》 

【チャレンジマッチ White＆Orange 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（白帯～オレンジ帯まで） 

申込受付 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 14 15 16 17 18 19 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【チャレンジマッチ Blue 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（青帯） 

申込受付 No 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 3３ 34 35 36 37 38 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【チャレンジマッチ Yellow 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（黄帯） 

申込受付 No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 



 

申込受付 No 52 5３ 54 55 56 57 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【チャレンジマッチ Green 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対象

と致します。（緑帯） 

申込受付 No 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 71 72 73 74 75 76 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【チャレンジマッチ Brown 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対象

と致します。（茶帯） 

申込受付 No 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 90 91 92 93 94 95 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

 

【チャレンジマッチ Black 男子】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対象

と致します。（黒帯） 

申込受付 No 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 109 110 111 112 113 114 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【ビギナーズＡクラス男子】 

県大会中級、上級、無差別（武魂杯ビギナーズＡクラス）以上の大会で３位以上の入賞経験のな

い選手を対象と致します。（緑帯まで） 

申込受付 No 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 128 129 130 131 132 133 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

 



 

【ビギナーズＡＡクラス男子】 

県大会中級、上級、無差別（武魂杯ビギナーズＡクラス）以上の大会で３位以上の入賞経験のな

い選手を対象と致します。（茶帯～黒帯） 

申込受付 No 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 14４ 145 146 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 147 148 149 150 151 152 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【ビギナーズＳクラス男子】 

地区大会（関東、東日本等）全日本、国際大会で３位以上の入賞経験のない選手を対象と致しま

す。（緑帯まで） 

申込受付 No 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 166 167 168 169 170 171 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【ビギナーズＳＳクラス男子】 

地区大会（関東、東日本）全日本、国際大会で３位以上の入賞経験のない選手を対象と致します。

（茶帯～黒帯まで） 

申込受付 No 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 185 186 187 188 189 190 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

 

 

 

《女子組手》 

【女子チャレンジマッチ White＆Orange】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（白帯～オレンジ帯まで） 

申込受付 No 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 213 214 215 216 217 218 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 



【女子チャレンジマッチ Blue】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（青帯） 

申込受付 No 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 232 233 234 235 236 237 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【女子チャレンジマッチ Yellow】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（黄帯） 

 

申込受付 No 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 251 252 253 254 255 256 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【女子チャレンジマッチ Green】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（緑帯） 

申込受付 No 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 270 271 272 273 274 275 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【女子チャレンジマッチ Brown】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（茶帯） 

申込受付 No 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 289 290 291 292 293 294 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

 

【女子チャレンジマッチ Black】 

大会初出場、出場経験はあるが県大会以上の全てのクラスで３位以上の入賞経験はない選手を対

象と致します。（黒帯） 

申込受付 No 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 



学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 308 309 310 311 312 313 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

【女子ビギナーズＡクラス】 

県大会中級、上級、無差別（武魂杯ビギナーズＡクラス）以上の大会で３位以上の入賞経験のな

い選手を対象と致します。（緑帯まで） 

 

申込受付 No 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 327 328 329 330 331    332 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【女子ビギナーズＡＡクラス】 

県大会中級、上級、無差別（武魂杯ビギナーズＡクラス）以上の大会で３位以上の入賞経験のな

い選手を対象と致します。（茶帯～黒帯まで） 

申込受付 No 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 346 347 348 349 350 351 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

【女子ビギナーズＳクラス】 

地区大会（関東、東日本）全日本、国際大会で３位以上の入賞経験のない選手を対象と致します。

（緑帯まで） 

申込受付 No 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 365 366 367 368 369 370 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

【女子ビギナーズＳＳクラス】 

地区大会（関東、東日本）全日本、国際大会で３位以上の入賞経験のない選手を対象と致します。

（茶帯～黒帯まで） 

申込受付 No 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 

学年、年齢 幼年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

 

申込受付 No 384 385 386 387 388 389 

学年、年齢 一般 壮年 35 歳～39 歳 壮年 40 歳～44 歳 壮年 45 歳～50 歳 壮年 50 歳～59 歳 壮年 60 歳以上 

 

                               



《型試合》 

 極真空手の型競技として勝敗の判定基準は「力強さ、気迫」が第一優先、「正確性」を第二優先

として判定致します。（型を正確に行った選手が、正確性に欠けるが力強さ、気迫に勝る選手に負

ける可能性もあります） 

 現在型規定の改正が進行中（2019 年 6 月～）ですが、本大会は改正前の型規定での競技とします。 

【幼年 男女混合】 

試合試合順番の目安となる、Ｋ1、

Ｋ2、～Ｋ18 などの型カテゴリー 

Ｎｏは参加者確定後に決定いた

します。 

【小学 1，2 年 男女混合】 

申込受付 No→ 403 404   405 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 太極その１ 太極その３ 平安その２ 

決勝 型→ 太極その３ 平安その１ 突きの型 

【小学３，４年生 男女混合】 

申込受付 No→ 406 407   408 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 征遠鎮 

【小学５，６年生 男女混合】 

申込受付 No→ 409 410   411 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 征遠鎮 

 

 

【中学生 男女混合】 

申込受付 No→ 412 413   414 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 観空 

 

【一般 男子 高校生～34 歳まで】 

申込受付 No→ 415 416   417 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 観空 

 

 

 

申込受付 No→ 400 401 402 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 太極その１ 太極その３ 平安その１ 

決勝 型→ 太極その３ 平安その１ 平安その２ 



 

【一般 女子 高校生～34 歳まで】 

申込受付 No→ 418 419   420 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 観空 

【壮年 男子 35 歳～49 歳まで】 

申込受付 No→ 421 422   423 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 観空 

【壮年 女子 35 歳～49 歳まで】 

申込受付 No→ 424 425   426 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕小 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 観空 

【壮年 男子 50 歳以上】 

申込受付 No→ 427 428   429 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１ 突きの型 撃砕大 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 征遠鎮 

【壮年 女子 50 歳以上】 

申込受付 No→ 430 431   432 

 初級 中級 上級 

予選 型→ 平安その１   突きの型 撃砕大 

決勝 型→ 平安その３ 撃砕大 征遠鎮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


