
 

九州ブロック２次予選会 

２０１9年１月２7日（日）にグリーンアリーナ神戸にて開催される 

「第 4回 全日本少年少女空手道選手権大会」の九州ブロック２次予選のご案内です。 

リアルチャンピオンシップとは、宮野道場主催の全日本選手権大会です。 

全国各地で予選会が行われており、来年 1月の全日本大会では全国各地より多くの 

代表選手が集結し、リアルチャンピオンを目指します。本大会は九州ブロックの２次予選会です。 

全日本チャンピオンを目指す多くの選手の参加をお待ちしております。 

日  時   平成 30 年 5 月６日（日） 

           開場・受付 ９時 0０分～(予定)   試合開始 10 時～(予定) 

会  場   直方いこいの村 体育館   

               〒822-0004 直方市大字畑６８６番地  ☎ 0949-24-9700 

参加資格   ※リアルチャンピオンシップ全日本大会に出場意思のある者※  

参 加 費     ５０００円（パンフレット込）※参加費はいかなる場合も返金不可です 

申込送付先  〒822-000８    福岡県直方市湯野原 1丁目 21番 14号   

興武会館 川北勝彦  ☎090-4778-2151 

申込は団体代表者が一括して現金書留にて発送して下さい 

申込締切    平成 30 年 4 月 2 日（月）必着  

※締切を過ぎた申し込みは受け付けできません 

※クラス選定について※  子供の健康管理上、無理な体重調整はお控えください 

入賞者には表彰を行います。権利獲得枠はトーナメントに記載します 

http://karaterealchampionships.com/


出場クラス 

中級クラス（各学年） 

各大会に於いて中級相当のクラスで優勝経験の無い選手 

（優勝者のみが権利獲得） 

 

リアルクラス（各学年） 

各大会に於いて中級以上で優勝経験のある選手 

（各クラス人数により権利獲得数変動） 

 

出場クラス（新学年） 

●幼年男女混合  ●小学１年男子  ●小学１年女子  ●小学２年男子  ●小学２年女子 

●小学３年男子 30kg 未満  ●小学 3 年男子 30kg 以上  ●小学 3 年女子 

●小学 4 年男子 30kg 未満  ●小学 4 年男子 30kg 以上  ●小学 4 年女子 30kg 未満 

●小学 4 年女子 30kg 以上  ●小学 5 年男子 35kg 未満  ●小学 5 年男子 35kg 以上 

●小学 5 年女子 35kg 未満  ●小学 5 年女子 35kg 以上  ●小学 6 年男子 40kg 未満 

●小学 6 年男子 40kg 以上  ●小学 6 年女子 40kg 未満  ●小学 6 年女子 40kg 以上 

●中学 1 年男子 45kg 未満  ●中学 1 年男子 45kg 以上  ●中学 1 年女子 45kg 未満 

●中学 1 年女子 45kg 以上  ●中学 2・3 年男子 50kg 未満  ●中学 2・3 年男子 50kg 以上 

  ●中学 2・3 年女子 50kg 未満  ●中学 2・3 年女子 50kg 以上 

※各クラス全日本権利獲得枠は当日パンフレットに掲載しますので、そちらをご確認下さい※ 



  試合規定 

試合時間   全クラス・全試合  本戦・・・１分３０秒   延長・・・１分（絶対判定） 

 

防具類  面無しヘッドガード（主催者準備）拳サポーター・スネサポーター・ファウルカップ（男子） 

※ヘッドガードは各自持参の者を使用してもかまいません（面付き不可）※ 

※全日本大会では心臓震盪防止のためチェストガード着用が義務付けされます※ 

※全日本大会では貸出用があります※ 

※九州予選ではチェストガードの各自用意での着用は任意とします※ 

※腹部までスポンジの入っているものは着用不可です※ 

リアルチャンピオンシップ全日本大会推奨品    イサミ製  インナーチェスト（L-8303） 

一本勝ち    反則箇所を除く部分へ有効技を決め、３秒以上ダウンさせた場合 

技あり２回で１本勝ちとする 

技あり   反則箇所を除く部分へ有効技を決め、一時的に動きが止まる・ダウンした場合 

前蹴り・横蹴り等で鮮やかに背中から転倒させた場合 

判定    審判員の過半数の旗が上がった選手の勝ちとする 

反則   頭突き・手・肘による顔面攻撃  上段膝蹴り  金的攻撃  掴み 両手での過度な押し 

注意１回目で 「注意１」 ２回目で 「減点１」 ３回目で 「失格」  

故意・悪質な反則は１度でも減点及び失格となる場合があります 

なお、体重別のクラス（以下の部）に出場の選手は当日計量を行います。 

体重計の誤差も加味し、申込体重より５００ｇ以上オーバーした場合は失格となります。ご注意下さい。 

 

 

 

試合中の怪我・事故につきましては主催者側では一切責任を負いません。各自スポーツ

保険に加入して下さい。申し込みにあたり当日クラスの記入間違いがあった場合は失格

となりますのでよくご確認いただき、間違えの無い様にお願い致します。 

 
※無理な体重調整はお控え下さい！！当日５００ｇ以上オーバーは失格です※ 



九州ブロック２次予選会申込書 

誓約 大会ルールに従い、正々堂々と競技する事を誓います。また試合中における 

負傷・事故につきましては自己責任とし、主催者及び相手選手にその一切を問いません。 

選手保護者氏名            ㊞ 

選手氏名            ㊞ 

 

出場クラス（どちらかに○印）   リアルクラス   中級クラス 

    

九州代表枠を獲得した場合、２０１8 リアルチャンピオンシップワッペン（１０００円）を購入希望しますか？ 

希望する ・ 希望しない （どちらかに○） 

フリガナ  性別 生年月日 

選手氏名  男・女 西暦     年   月   日 

住 所 〒 

TEL      -      - 

現在級・段位 段・級 年 齢 歳 

身長 ｃｍ 体 重 ｋｇ 

所属道場名  団体代表者  

 

 

 

 

 

出場該当 

 

クラスに○印 

 

（新学年） 

幼年 幼年男女混合 

 

 

 

小 

学 

生 

小学１年男子 小学１年女子 

小学２年男子 小学２年女子 

小学３年男子 

３０ｋｇ未満 

小学３年男子 

３０ｋｇ以上 

小学３年女子 

小学４年男子 

３０ｋｇ未満 

小学４年男子３０ｋｇ

以上 

小学４年女子 

３０ｋｇ未満 

小学４年女子 

３０ｋｇ以上 

小学５年男子 

３５ｋｇ未満 

小学５年男子 

３５ｋｇ以上 

小学５年女子 

３５ｋｇ未満 

小学５年女子 

３５ｋｇ以上 

小学６年男子 

４０ｋｇ未満 

小学６年男子４０ｋｇ

以上 

小学６年女子 

４０ｋｇ未満 

小学６年女子 

４０ｋｇ以上 

 

中 

学 

生 

中学 1年男子 45kg 未満 中学 1年男子 45kg 以上 

中学 2.3 年男子 50kg 未満  中学 2・3年男子５0ｋｇ以上 

中学 1年女子 45kg 未満 中学 1年女子 45kg 以上 

中学 2・3年女子 50ｋｇ未満   中学 2・3年女子 50ｋｇ以上 

※購入希望の場合は予選終了後、代金をお支払いいただき後日代表の先生もしくは個人に郵送となります

※ 

http://karaterealchampionships.com/


 

審判協力依頼 
 

審判の御協力をお願い申し上げます。 

茶帯以上で御協力が可能な方は氏名を記入していただき 

申し込みに同封していただきますと幸いです。 

 

 

道場名                     

 

氏  名 ふりがな 役柄・段位もしくは級位 

   

   

   

   

   

   

 

当日は９時３０分から審判会議を行います。よろしくお願い申し上げます。 


