
2017 全関西ジュニア空手道錬成大会／募集要項 
 

■日時 2017年 9月 23日(土・秋分の日) 開場・選手受付 AM9時 30分 

■場所 豊中市立「武道館ひびき 3F第 2競技場」 住所：大阪府豊中市服部西町 4-13-2 TEL：06-6864-2288 
※当日は混雑が予想されるため、乗り合わせもしくは公共の交通機関をご利用ください。 

■出場料 極真館道場生→5,000円  他流派→6000円 

■申込締切 2017年 8月 23日（水） 

■防具 

・着用義務： 拳、足、膝サポーター、 

チェストサポーター（BODYMAKER製 2JCHS） 

ヘッドギア（運営側で用意します） 

・着用義務（男子）：ファールカップ 

※ヘッドギアは運営側で用意しますが、イサミ製 ckw-10、tt-25を持っている人は自分の物を使用可です。 

※小 4以上の女子はチェストサポーターの代わりにチェストガード（イサミ製 TT-２８）でも可。 

 

■出場クラス(該当するクラスの番号とクラス名を申込書に書き込んで下さい。） 

1. 年少（男女混合） 2. 年中（男子） 3. 年中（女子） 

4. 年長（男子） 5. 年長（女子）   

6. 小学 1 年生男子新人戦（7 級以下） 7. 小学 2 年生男子新人戦（7 級以下） 8. 小学 3 年生男子新人戦（7 級以下） 

9. 小学 4 年生男子新人戦（7 級以下） 10. 小学 5 年生男子新人戦（7 級以下） 11. 小学 6 年生男子新人戦（7 級以下） 

12. 小学 1 年生男子（6 級以上） 13. 小学 2 年生男子（6 級以上）  

14. 小学 3 年生男子軽量級（6 級以上/30kg 以下） 15. 小学 3 年生男子重量級（6 級以上/30kg） 

16. 小学 4 年生男子軽量級（6 級以上/33kg 以下） 17. 小学 4 年生男子重量級（6 級以上/33kg 超） 

18. 小学 5 年生男子軽量級（6 級以上/35kg 以下） 19. 小学 5 年生男子重量級（6 級以上/35kg 超） 

20. 小学 6 年生男子軽量級（6 級以上/40kg 以下） 21. 小学 6 年生男子重量級（6 級以上/40kg 超） 

22. 小学 1 年生女子 23. 小学 2 年生女子  

24. 小学 3 年生女子軽量級（6 級以上/30kg 以下） 25. 小学 3 年生女子重量級（6 級以上/30kg） 

26. 小学 4 年生女子軽量級（33kg 以下） 27. 小学 4 年生女子重量級（33kg 超） 

28. 小学 5 年生女子軽量級（35kg 以下） 29. 小学 5 年生女子重量級（35kg 超） 

30. 小学 6 年生女子軽量級（40kg 以下） 31. 小学 6 年生女子重量級（40kg 超） 

32. 中学 1 年生男子（45Kg 以下） 33. 中学 1 年生男子（45Kg 超） 

34. 中学 1 年生女子（45Kg 以下） 35. 中学 1 年生女子（45Kg 超） 

36. 中学 2 年生男子（50Kg 以下） 37. 中学 2 年生男子（50Kg 超） 

38. 中学 2 年生女子（50Kg 以下） 39. 中学 2 年生女子（50Kg 超） 

40. 中学 3 年生男子（55Kg 以下） 41. 中学 3 年生男子（55Kg 超） 

42. 中学 3 年生女子（50Kg 以下） 43. 中学 3 年生女子（50Kg 超） 

※規定の人数に満たないクラスは統合・廃止される場合もございます。 

※出場申込書の段級位は申込日現在の段級位を記入し、大会当日はその帯を締めて下さい。 

※規定の人数に満たないクラスは統合します。 

※体重別クラスについては、選手受付時の体重測定で 1gでもオーバーした場合、失格となります。 

 

 

※集合時間など変更する場合もあります。 

※トーナメント発表や、変更点、注意事項などについて大会サイトで告知しますのでご確認お願いします。 

↓極真館全関西大会サイト 

http://narakita.com/kansai/ 

 

 

 

 

 

http://narakita.com/kansai/


 

2017 全関西ジュニア空手道錬成大会/出場申込書 

 

私は 2017全関西ジュニア空手道錬成大会のルールに従って、正々堂々と技を試し合う事

をここに誓います。また、大会開催中に負傷及び事故等が生じた場合、主催者に対しまし

て一切責任を問いません。 

平成     年     月     日 

 

選手氏名               ㊞  保護者名                     ㊞ 

 

ふりかな  
生年月日 

年   月   日 

年齢 

歳 名前 
 

所属道場 

極真館 

支部 
段・級 

段   級 

身長 

Cm 

体重 

Kg 
極真館以外 

流・会 

住所 

 

〒 (TEL) 

(携帯） 

学年 幼・小・中            年 

出場クラス 番号 出場クラス名 

過去 1年間の大会実績（2つまで記入） 例）全関西錬成大会 小５上級の部 第３位 

 

申込締切 2017年 8月 23日（水） 

※規定の人数に満たないクラスは統合・廃止される場合もございます。 
※出場申込書の段級位は申込日現在の段級位を記入し、大会当日はその帯を締めて下さい。 

※規定の人数に満たないクラスは統合します。 

※体重別クラスについては、選手受付時の体重測定で 1gでもオーバーした場合、失格となります。 


