第７回 真正会オープントーナメント全関東空手道選手権大会 実施要項
・名称 第７回 真正会オープントーナメント全関東空手道選手権大会
・主催 全日本真正空手道連盟 真正会 鈴木道場
・後援 Fight＆Life
・協賛 株式会社ケッズトレーナー ・株式会社キャンプＫ ・健康体力研究所
メダリストジャパン ・大塚製薬株式会社

・少年クラス (ポイント＆KOルール)参加数により合弁の場合あり
*少年Ａ、Ｂ、Ｃクラス・・各クラスは少年クラス出場資格をご確認下さい。
・幼年クラス(男女混合) ・小学1年生(男子・女子)
・小学2年生(男子・女子) ・小学3年生(男子・女子)
・小学4年生(男子・女子) ・小学5年生(男子・女子)
・小学6年生(男子・女子) ・中学生(男子・女子)

・主旨 空手道を通じて青少年への健全育成と世界へ飛躍する新人選手の発掘
・日時 令和 ３年 ４月 １８日 （日）

・入賞 各クラス上位を表彰する(出場数により変動あり)
入賞者には賞状、トロフィー、記念の副賞を贈与します。

AM９時３０分 開場 PM５時 終了予定
感染防止による会場入場数制限のため各クラス毎に試合開始時間が異なります

申込締切り時点で各クラス人数が決まり次第、集合時間をお知らせします。
例→１０時より(幼年～小学３年)１２時より(小学４年～中学生)１４時より(一般クラス)

・会場 東京武道館
〒１２０-０００５ 東京都足立区綾瀬３－２０－１ ℡０３－５６９７－２１１１
東京メトロ千代田線 綾瀬駅東口下車 徒歩５分
試合会場： １F 第１武道場（柔道場） （会場は２面コートで行います）
選手受付、控室： ３Ｆ 第２武道場（剣道場）
※当日、駐車場(会場地下)は関係者専用のため利用出来ません
なるべく電車等をご利用頂き、お車でお越しの場合、近隣駐車場(有料)をご利用下さい

・出場資格
全クラス～当日受付に体調チェックシート提出、検温にて37.5度以下の方
それ以上の体温の方は出場不可とし参加料半額を返金します
一般クラス出場資格
大会に出場する体力を有する健康な男女で各クラスの規定を満たす方
所属がフリー又は白帯(無級)は参加出来ません。
少年クラス出場資格
少年Ａクラス・・有段者、1級、2級以上(2級はA,Bどちらでも可)
(3級以下で希望する場合、所属道場許可あれば可)
少年Ｂクラス・・2級以下の色帯(白帯は参加不可)
(Ｃクラス対象で希望する場合、所属道場許可あれば可)
少年Ｃクラス・・3級以下で初出場または過去大会で一度も入賞して
いない道場生(白帯は参加不可)
・各クラス
試合形式 個人戦トーナメント方式
(参加数により無差別又は合弁階級、ワンマッチの場合あり)
・一般クラス （高校生以上）
①一般 Aクラス
軽中量級（72kg以下）・重量級（72kg超）の2階級
資格：有段者および1級（所属道場許可あれば2級も可）
②一般 Bクラス
軽量級（62kg以下）・中量級（72kg以下）・重量級（72Kg超）の3階級
資格：2級以下の色帯（白帯は参加不可）
③一般 Cクラス
軽量級（62kg以下）・中量級（72kg以下）・重量級（72Kg超）の3階級
資格：3級以下の色帯で大会入賞経験が無い方（白帯は参加不可）
また少年部経験者も入賞経験が無い方は参加可
④一般 マスターズ А３９歳以下クラス
軽中量級（72ｋｇ以下）・重量級（72ｋｇ超）の2階級
資格：有段者、1級（所属道場許可あれば2級も可）で35歳以上39歳以下
である事。ただし責任者許可あれば40歳以上でも参加可
⑤一般 マスターズ А４０歳以上クラス
軽中量級（72ｋｇ以下）・重量級（72ｋｇ超）の2階級
資格：有段者、1級（所属道場許可あれば2級も可）で40歳以上が参加可
⑥一般 マスターズ Ｂ３９歳以下クラス
軽中量級（72ｋｇ以下）・重量級（72ｋｇ超）の2階級
資格：２級（緑帯）以下の色帯で35歳以上39歳以下であること
ただし責任者の許可があれば40歳以上でも参加可。
⑦一般 マスターズ Ｂ４０歳以上クラス
軽中量級（72ｋｇ以下）・重量級（72ｋｇ超）の2階級
資格：２級（緑帯）以下の色帯で40歳以上が参加可。

・大会参加料

全クラス ８，０００円(障害保険料含む)

・計量 体重制クラスに関しては当日計量時にリミット５００グラム以下で
超えてる選手は試合時に常に減点で試合を行い延長戦も継続。
再計量でも５００グラム超えてる場合は失格とします。受付、計量は
各クラス集合時間から３０分以内で締切り、以降受付けません。
・選手の服装 清潔な空手着(その流派の正装)を着用する事。なお一般は
掴み有りのため袖を切ったり折る行為は禁止。また全クラス道着の下は
裾で足首が隠れてる事。道着の不備は失格となります。
感染防止の点から道着、防具の貸出しは無し。必ず防具は事前か当日
購入して下さい。マスクは試合時は外して行いそれ以外は必着。
・男子選手のTシャツ等の着用について
身体に大きな傷やタトゥがある方は、Tシャツの着用を許可します。
その際は必ず申込用紙の記入欄に記入、申請し許可を得て下さい。
申込書の記入欄にご記入のある方のみ着用を許可します。
・会場入場者及びセコンドについて
感染防止による入場数制限によりセコンド１名のみ、観戦は観覧席
１５名まで可、会場入口で検温、手指消毒、マスク着用お願いします。
・会場内での注意及びゴミ処理及び備品破損について
試合場内、控室等で出たゴミは、必ず会場内のゴミ箱に捨てて下さい。
また会場及び控室の備品を破損した場合は主催者側に申し出て下さい。
ご協力をお願い致します。
・出場選手保険
試合中に生じた負傷、事故については主催者は一切の責任を
負いません。ただし試合中のアクシデントに備え、当日は大会
ドクターが待機しています。傷害保険に加入しておりますので
万一、事故や怪我ある場合1週間以内に大会事務局までご連絡下さい。
・申込方法及び決定通知、確認事項について
参加申込み用紙に必要事項を全て記入の上、参加費を添えて
現金書留で申し込み下さい。申込み後、理由に関わらず参加費の
返金は致しません。ただ感染影響による会場使用不可で大会中止
の場合は全額返金致します。
令和 ３ 年 ３ 月 ２２ 日（月）までに事務局必着
それ以降の申込みは受付致しません。なお、申込み後、何らかの
理由で出場不可能な場合は、事務局まで速やかにご連絡下さい。
申込受付後、出場クラスの決定通知及び集合時間、注意事項、
ゼッケン、体調チェックシート(当日受付にご提出下さい)を送付致します。
・個人情報及び撮影について
申込用紙等に記載されました個人情報は、大会運営・選手管理
の為に利用いたします。提供を同意された場合以外は第三者に提供
する事はございません。また大会の様子を撮影、ウェブ、SNS投稿
に使用や専門誌掲載もご了承下さい。

全関東大会 事務局
〒171-0033

⑧一般 女子 Ａクラス
軽中量級(50kg以下)・重量級(50kg超)の2階級。
参加人数により無差別級または女子クラスのみで行う場合もあります。
資格：有段者および1級（所属道場許可あれば2級も可）
⑨一般 女子 Ｂクラス ＊ポイント制ではありません。
軽中量級（50ｋｇ以下）・重量級（50kg超）の2階級
参加人数により無差別級または女子クラスのみになる場合があります。
資格：2級以下の色帯（白帯の出場不可）
⑩一般 女子 マスターズ Bクラス ＊ポイント制ではありません。
軽中量級（50ｋｇ以下）・重量級（50kg超）の2階級
参加人数により無差別級または女子クラスのみになる場合があります。
資格：２級（緑帯）以下の色帯で35歳以上であること

東京都豊島区高田3-15-5 山口ビル3F
真正会 鈴木道場 東京支部
℡03-5927-1240 FAX03-5927-1241
＊大会案内、申込書は以下、ホームページからダウンロードできます。
(１月末より掲載し可能になります)
http://shinseitokyo.com/

第７回 全関東空手道選手権大会 出場申込書
全日本真正空手道連盟 真正会
全関東大会実行事務局御中

開催日：令和 ３年 ４月 １８日（日）
場所： 東京武道館

本大会に出場するにあたり、試合における勝敗の判定に関しては大会審判団及び審議委員に一任し
一切の異議を申し立てない事を誓います。また、本大会におけるいかなる事故に対しても自己の責任
として主催者に対し責任を追及しない事をここに誓約致します。
記載された個人情報は大会の運営、選手管理の為に利用致します。
また、提供を同意された場合以外は第三者に提供する事はございま
せんので正確にご記入下さい。

申込年月日 令和 ３年

月

日

<参加クラス> 希望する階級を○で囲んで下さい。（申込み後の変更不可）
＊参加人数が2名の場合ワンマッチに変更しての出場（する・しない）（どちらか必ず記入、無い場合は出場とする）
＊参加数少ないクラスは主催者意向により無差別に合併し変更の場合があります。

・一般 Aクラス [軽中量級（72kg以下）・重量級（72kg超）]
・一般 Bクラス [軽量級（62kg以下）・中量級（72kg以下）・重量級（72kg超）]
・一般 Cクラス [軽量級（62kg以下）・中量級（72kg以下）・重量級（72kg超）]
・一般 マスターズАクラス ［39歳以下・40歳以上］［軽中量級（72kg以下） ・重量級（72kg超）］
・一般 マスターズBクラス ［39歳以下・40歳以上］〔軽中量級（72kg以下） ・重量級（72kg超）〕
・一般 女子Ａクラス 〔軽中量級（50kg以下） ・重量級（50kg超）〕
・一般 女子Ｂクラス 〔軽中量級（50kg以下） ・重量級（50kg超）〕
・一般 女子マスターズ Ｂクラス 〔軽中量級（50kg以下） ・重量級（50kg超）〕
・少年 Ａクラス＊有段者、1級、2級対象(2級はA,Bどちらでも可) ・少年 Ｂクラス＊2級以下の色帯対象
幼年(男女混合)
小学生(
年生) ( 男子 ・ 女子 )
中学生(1年生・2年生・3年生) 男子 〔軽中量級（50kg以下）・重量級（50kg超）〕
中学生(1年生・2年生・3年生) 女子 〔軽中量級（45kg以下）・重量級（45kg超）〕
・少年 Ｃクラス ＊3級以下の色帯で初出場か入賞経験無し対象
幼年(男女混合)
小学生(
年生) ( 男子 ・ 女子 )
中学生(1年生・2年生・3年生) 男子 〔軽中量級（50kg以下）・重量級（50kg超）〕
中学生(1年生・2年生・3年生) 女子 〔軽中量級（45kg以下）・重量級（45kg超）〕
ふりがな（必須）
生年月日
年
月
日（
）才 男 ・ 女
身長
㎝
体重
kg
ふりがな（必須）
キャリア
年
選手名
㊞
段位/級位

所属道場

選手未成年の場合のみ記入

保護者名

段・級

㊞

一般男子で、体の傷等があり、Ｔシャツ等の着用を申請する方のみ希望するを○で囲んでください 〔申請する〕

現住所 〒

TEL

-

-

緊急連絡先 TEL
－
－
携帯番号 TEL
過去２年以内に出場した大会の入賞成績（必ず記入、初出場の場合は初出場と記入）

上記選手は私の指導監督下におきまして、私の責任で出場させ、万一事故が生じても異議は申し立て致しません。

所属道場名
責任者名
住所 〒

㊞

連絡先電話番号

・申込料が同封されていないものは申込みを受付け致しません。
・申込み〆切日
令和 ３年 ３月 ２２ 日（月 ）
真正会 鈴木道場 東京支部 必着

帯

第７回 全関東空手道選手権大会 会場案内
東京武道館 ： 東京都足立区綾瀬3-20-1 ℡03-5697-2111
開場時間 ： ９時より入場可 選手受付 各クラスにより変動あり(参加申込後、ご通知します)
１０時試合開始（各クラス別に開始時間が違いますので申込後、ご通知します）
試合会場 ： １Ｆ 第１武道場

選手控室 受付 ３Ｆ 第２武道場

■最寄駅からのアクセス方法
東京メトロ千代田線綾瀬駅東口から、東綾瀬公園側道を左へ。
５分ほど北上すると左手に東京武道館があります
電車利用の場合 ＪＲ山手線・京浜東北線、西日暮里駅乗換え
東京メトロ千代田線、綾瀬駅東口下車徒歩５分
お車で来場希望の方へ
当日の会場駐車場(地下)は関係者専用のため利用出来ません。近隣の駐車場(有料)をご利用下さい。
なるべく電車等をご利用下さい。
宜しくお願い致します。
真正会 鈴木道場 東京支部 事務局 （℡０３－５９２７－１２４０ ）

最寄駅から会場までの地図

