
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 神奈川県大会 新人戦  
第 9 回金太郎杯 

2019年 3月 31日（日） 
 

会場 /小田原アリーナ 神奈川県小田原市中曽根263（小田急線富水・蛍田駅徒歩 15分） 

主催 /極真会館西湘支部 （問い合わせは所属道場または西湘支部 0465-43-7791まで） 

【集 合 時 間】  午前の部 9：00開場・選手集合・計量・開会式 /12：10表彰式・終了予定 

午後の部 12：30選手集合・計量・開会式 /17：30 表彰式・終了予定 

【参 加 申 込 料】  ７,０００円  

【締 切】       月    日（  ）  道場担当者            まで。 
 
 

 
 

 
※★印のカテゴリーは主催者側で体重別に分ける場合があります。その際、軽量級になった選手は当日計量を行い
ます。申込み体重から３キロ以上オーバーした場合は失格となります。他のカテゴリーの軽・中量級にエントリー
する選手は、各規定体重をオーバーした場合は失格です。 

※国際・全日本・地区大会（関東・東日本など）で過去 3 位以内に入賞した選手は出場不可 

※オレンジ帯～緑帯まで出場可 （一般男子錬成戦は緑・茶・黒帯のみ、団体戦は別紙参照） 
 カテゴリー 体重規定 試合時間  カテゴリー 体重規定 試合時間 

1 幼年（★）※年長のみ   

１分 

｜ 

１分 

19 壮年男子 35～39歳軽量級 ７５㎏以下 1分 30秒 

｜ 

1分 30秒 

｜ 

体重判定 

2 小学１年 軽量級 ２３㎏以下 20 壮年男子 35～39歳重量級  ７５㎏ 超 

3 小学１年 重量級 ２３㎏ 超 21 壮年男子 40～50歳軽量級 ７５㎏以下 

4 小学２年 軽量級 ２５㎏以下 22 壮年男子 40～50歳重量級 ７５㎏ 超 

5 小学２年 重量級 ２５㎏ 超 23 壮年女子（★）※35～50歳  

6 女子低学年（★）1・2年   24 一般男子新人戦 軽量級 ７５㎏以下  

2分 

2分 

体重判定 

7 小学３年 軽量級 ２６㎏以下  

1分 30秒  

｜ 

1分 

25 一般男子新人戦 重量級 ７５㎏ 超 

8 小学３年 中量級 ３２㎏以下 26 一般女子新人戦（★）  

9 小学３年 重量級 ３２㎏ 超 27 一般男子錬成戦 軽量級 ７５㎏以下 

10 小学４年 軽量級 ３２㎏以下 28 一般男子錬成戦 重量級 ７５㎏ 超 

11 小学４年 重量級 ３２㎏ 超 29 少年団体戦 別紙 1分 30秒 

1分 30秒 12 女子中学年（★）3・4年  30 壮年団体戦 別紙 

13 小学５・６年（★）  1分 30秒 

1分 30秒 

体重判定 

 

※３位決定戦は行いません。 
※出場人数が３名以下の場合はカテゴリーを 
変更・統合する場合があります 

※体重判定は軽いほうが勝者となります 

※小学生女子は男子の部に出場することも可能です。 

※出場人数が３名以下の場合は優勝のみ、８名未満の 

 場合は、優勝・準優勝のみの表彰となります。 

14 女子高学年（★）5・6年  

15 中学生男子（★）  

16 中学生女子（★）  

17 高校生男子（★）  2分-2分 

体重判定 18 高校生女子（★）  

 ヘッドガード マウスガード 拳 胸・下腹部サポーター 

（女子のみ） 

ファールカップ 

（男子のみ） 

ひざ すね 

幼年～小学生 ○ CKW10 TT25 任意 ◎拳サポ 任意（総本部製品のみ） 

※高学年は◎ 

○ ◎ ◎ 

中学生 ◎ ○歯科医作成品 ◎拳サポ ◎ ○ ◎ ◎ 

高校生 ◎ ○歯科医作成品 ◎グローブ ◎ ○ ◎ ◎ 

新人・壮年 ◎ ◎ ◎グローブ ◎ ○ ◎ ◎ 

一般錬成 ◎ 任意 なし － ○ なし なし 

※防具はすべて持参となります（ない場合は失格） ※女子は白色無地のＴシャツを防具の上に着用 ※帯止め必須（ビニールテープ可） 

※（◎）印は総本部公認製品 グローブは一撃オープンフィンガーグローブ ※ファールカップは道着の下に着用 

★印のカテゴリー 
軽・中量級になった選手は、当日、申込み
体重より３㎏以上オーバーした場合は失格 

無印のカテゴリー 
軽量級にエントリーした選手は、当日、
規定の体重をオーバーした場合は失格 

要注意 



◆試合にあたっての注意事項◆ 
●体育館駐車場を利用できます。十分余裕がありますので、早朝からの来場はお控えください。 

（東名高速 大井松田料金所「小田原方面」（3方面のうち左側）→国道255線→「成田南」交差点を右折 

→富士見大橋→交差点を右折） 

●午後の部に出場する選手は、午前の開会式に出席する必要はありません。 

【午前の部】幼年、小学 1・2年生、女子低学年 【午後の部】小学 3年生～一般錬成戦・団体戦 

●2018年全関東大会のルールに準じます（少年部の足掛けが有効）礼・着衣の乱れの反則も適用します。 

●昇級審査で級・段の変更があった場合でも、申し込み時の級・段の帯で出場してください。 

●ゼッケンとパンフレットは当日受付時に配布します。 

 計量は軽・中量級・団体戦の選手のみです。アナウンスに従って集合してください。 

規定体重オーバーは失格です。 

●道着の腕まくり・袖を肘より短く切ることは禁止です。サポーターは道着・Ｔシャツの下に着用して 

ください。道着には必ず名前を書いてください。 

 ●テーピングチェックは行いませんが、運営側で判断してはがす場合もあります。 

●選手の呼び出しは行いません。試合進行ナンバーを見て数試合前に必ず各コートに集まってください。 

 トーナメントは上が白となります。試合に遅れた場合は失格となることがあります。 

●防具の着脱は各自で責任をもって行ってください。面・拳サポーターの赤・白にも注意してください。 

必ず帯止めを着用してください（ビニールテープ可）。赤帯は選手係が結びます。 

●会場内は道場と同じです。帽子・ガム・飲酒・サングラスなどは禁止です。 

●危険ですので小さいお子さんを会場内で遊ばせないように注意してください。 

 ●応援の際は必ず座ってください。床を叩く・メガホンを使う・相手選手を罵倒するなどのマナーに 

反した応援はしないようにしてください。応援する選手の試合が終わったら速やかに退出してください。

なお、応援人数の制限はありません。 

 

  

（切り取り） 

神奈川県大会新人戦“金太郎杯” 主催者殿 

誓 約 書 
 

私議、２０１９年 ３月 ３１日に開催される神奈川県大会新人戦出場にあたり、本試合のルールに従い正々

堂々、技を試し合うことを誓います。また、健康診断を受けるなどの健康管理においては自分で責任を持ち、

万一負傷及び事故等が生じた場合、主催者・道場主に対し一切責任を問いません。 

 

２０   年     月     日                   氏 名              印   

   

所属支部             道場名                

 

保護者氏名            印 （18歳未満は記入）                

 

※本部会員登録、及び武道共済に加入している事。 

 

 

 

 

 
 

出場クラス№                出場クラス名 

 

             

支部         道場          

 

身長      ｃｍ  体重      ㎏  

（小数点以下切り上げ・選手安全のため正確にご記入ください） 

 

       

級 

 

    

年生 

ふりがな 

 

氏 名 

緊急連絡先（父兄は大会当日確実に連絡が取れるところ・携帯など） 

 

℡     －      －       （             ） 

試合経験・実績など 

 

総本部会員番号（記入漏れがないようにお願い致します） 

 

     

歳 



 

2019 金太郎杯 少年・壮年団体戦出場要綱 
 

試合ルール 

●出場各チームでトーナメント戦を行います。３位決定戦は行いません。 

●朝の計量で各枠の規定体重をオーバーした場合はその選手は失格となります。 

●本戦1分30秒－延長1分30秒を戦い、勝敗を決します。体重判定なし。引き分けがあります。 

●３回を戦ったあと、勝ち数の多いチームが勝者となります。 

●引き分けなどで勝ち数が同じになった場合は、本戦1分30秒－延長1分30秒の代表戦を 

 行います。代表戦には引き分けはなく、代表戦の勝利チームが勝者となります 

 

 １（先鋒） ２（中堅） ３（大将） 

少年団体戦 
３・４年生 

（３５㎏以下） 

４・５年生 

（４０㎏以下） 

５・６年生 

（５０㎏以下） 

壮年団体戦 
３５歳～４５歳以下 

（７５㎏以下） 

４０歳～５５歳以下 

（７５㎏以下） 

４０歳～５５歳以下 

（８５㎏以下） 

 

エントリーについて 

●１支部につき各３チームまでエントリーできます。 

●オレンジ帯～黒帯までが出場できます。小学生は男女混合です。 

（個人戦は大会上位入賞者の出場制限がありますが、団体戦は制限はありません） 

●個人戦と重複してエントリーは出来ません 

●参加費は一人7000円です。 

 

選手の交代について 

●1~3の出場順の変更はできません。 

●体調不良などで欠場者がいた場合は、当日朝の段階までに申請があれば（要大会出場申込書）、 

他の選手、または当日個人戦に参加する選手が代わりに出場することができます。 

ただし、体重・学年・年齢枠内、個人戦は欠場となります。 

 （交代選手の参加費は不要です。欠場者の参加費は返却いたしません。個人戦出場者が交代する 

場合、個人戦の出場費は返却いたしません。） 

●試合進行中に負傷などで欠場選手がいた場合は、その選手の試合は不戦敗となり、他選手との 

交代はできません。 



出場選手人数 FAX確認書 

※ ２月８日（金）までに西湘支部（0465-43-7791） にＦＡＸして下さい。 

支部名                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 クラス 人数 

１ 幼年  

２ 小学１年生 軽量級（２３㎏以下）  

３ 小学１年生 重量級（２３㎏超）  

４ 小学２年生 軽量級（２５㎏以下）  

５ 小学２年生 重量級（２５㎏超）  

６ 小学女子低学年（１・２年生）  

７ 小学３年生 軽量級（２６㎏以下）  

８ 小学３年生 中量級（３２㎏以下）  

９ 小学３年生 重量級（３２㎏超）  

１０ 小学４年生 軽量級（３２㎏以下）  

１１ 小学４年生 重量級（３２㎏超）  

１２ 小学女子中学年（３・４年生）  

１３ 小学５・６年生   

１４ 小学女子高学年（５・６年生）  

１５ 中学生男子   

１６ 中学生女子  

１７ 高校生男子  

１８ 高校生女子  

１９ 壮年男子３５～３９歳 軽量級（７５㎏以下）  

２０ 壮年男子３５～３９歳 重量級（７５㎏超）  

２１ 壮年男子４０～５０歳 軽量級（７５㎏以下）  

２２ 壮年男子４０～５０歳 重量級（７５㎏超）  

２３ 壮年女子３５～５０歳  

２４ 一般男子新人戦 軽量級（７５㎏以下）  

２５ 一般男子新人戦 重量級（７５㎏超）  

２６ 一般女子新人戦  

２７ 一般男子錬成戦 軽量級（７５㎏以下）  

２８ 一般男子錬成戦 重量級（７５㎏超）  

２９ 少年団体戦（１チーム 3名） ﾁｰﾑ  名 

３０ 壮年団体戦（1チーム 3名） ﾁｰﾑ  名 

 

 

 

 

                  合計 人 

支部長名 

 

               

 

昼食をご用意いたしますので 

ご出欠をお知らせください。 

 

出席  ・  欠席 

必ず出場選手の人数に合わせて

審判を出して頂けますようお願

い致します。 

審判可の支部長を含めた人数で

結構です。審判費として 5000 円

ご用意しております。 

 

１～２０名 ⇒ 審判２名 

２１～３０名 ⇒ 審判３名 

３１～４０名 ⇒ 審判４名 

４１名以上  ⇒ 審判５名 

 

7,000円 ×    人  ＝           円 

《 振込先 》 

トーナメントが決定し参加人数が確定してから、神奈川県の 

運営口座に振り込みをして頂きます。 

追って、各支部にご連絡いたします。 

※支部長が審判に入る場合はこちらに

も名前をご記入ください 

審判名 

審判名 

審判名 

審判名 

審判名 


