
関係者各位

武道教育推進協議連盟

実戦空手道 虎徹

総代 水野秀昭

リアルチャンピオンシップ中部選抜大会の開催のご案内

拝啓 時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り厚く御礼

申し上げます。この度下記の通り「リアルチャンピオンシップ中部選抜大会」を 開催する

運びとなりました。 御多忙中とは思いますが、皆様方には是非とも御参加、御協力の程、

宜しく御願い申し上げます。

敬具

記

日 時：2019 年 6 月 30（日）

会 場：愛知県津島市中一色町中山 26 錬成館 柔道場 ２F

開 場：受付 1F 剣道場 AM9：00～ 開会式 AM10:00

出場クラス：申込書参照

ルール ：リアルチャンピオンシップ・フルコンタクトルール（片手押し有り）

参 加 費 : 選抜クラス・初級クラス 一律 ６,000 円 （ワンマッチも同額です）

決勝大会出場権利：リアルチャンピオンシップの規定に準ずる

申 込 締 切：2019 年 5 月 25 日（土）必着

〈事 務 局〉

お問い合せ・申込先

〒490-1211

愛知県あま市篠田稲荷 80

実戦空手道虎徹 水野秀昭

TEL： 080-6911-5102 mail： karatekotetsu@yahoo.co.jp

※ 現金書留にて参加申込書と参加費を団体一括送付にてお願い申し上げます。



リアルチャンピオンシップ 2019 中部選抜大会

2019 年 4 月 吉日

武道教育推進協議連盟

実戦空手道 虎徹

総代 水野秀昭

注意事項についてのお願い

＜記＞

ルールについて

ご周知のことと存じておりますが、リアルチャンピオンシップは〔掴みひっかけなしのフル

コンタクト空手ルール〕となっております。

拳や掌底での押しに関しては瞬時の「技へつなぐ片手押し」のみ有効です。両手押しや、相

手を遠ざけたりするような押し込みは反則となります。

トーナメントについて

参加人数の都合上、クラスの統合またはワンマッチや、不戦勝もあり得る可能性がございま

す。不戦勝については参加の可否を確認する連絡を道場代表者様に致しますが、統合やワン

マッチの参加確認は致しかねます。選抜クラス・初級クラス共に本戦出場権が掛かっており

ますので、ご理解ご了承の上で参加申込をお願い申し上げます。

胸サポーター（チェストガード）について

基本的には主催者側でご用意致しますが、自前のサポーターを着用の際は布製で胸部のみに

保護材があるものを着用ください。腹部まで保護材があるものは使用できません。

駐車場について

会場となる津島市錬成館では迷惑な路上駐車が多発しており、近隣住民よりお叱りの声が寄

せられております。この中部選抜においてそのような声やトラブルは耳にしておりませんが、

万が一クレームがあった場合は該当する団体への何らかの対応を取らせていただきますの

で別紙にてご案内の錬成館駐車場をご利用ください。また錬成館南側には 240 台、100 台収

容できる大型駐車場がございますので、そちらより駐車して頂きますよう切にお願い申し上

げます。

選手、関係者に対する暴力行為、または罵倒するような行為について

いかなる時、いかなる場合においても今大会において上記の行為は禁止致します。

発覚した場合、即刻退場を命じ、以後リアルチャンピオンシップ予選・本戦の全大会へ

の無期限出場停止措置を取らせて頂きます。万が一の場合を考慮し記載しております、

ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

以上



リアルチャンピオンシップ中部選抜大会
参加申込書

開 催 日 2019年6月30日（日）

会　 　場 愛知県津島市錬成館 柔道場２F

主 　　催 実戦空手道　虎徹

後　　援 あま市フルコンタクト空手道協会

大会会長殿
私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。
また、試合中における負傷・事故に対する一切の異議申し立てを致しません。
大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。 ２０１９年　　　　月　　　　　日

道場代表者名　　　　　　　 　　　　　㊞ 保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

団体名 本部・支部名

ふりがな 男
生年月日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

選手氏名
女（　　　　　　　　　　　　　　　才　　　　　　）　　　　

住　　所
〒

緊急連絡先TEL　　　　　　　（　　　　　　）

級・段位
級

修業年数 　　年   ヶ月 身長
ｃｍ

体重
ｋｇ段

大　 会 トーナメント作成時の参考に致しますので必ずご記入ください

入賞歴

新学年での出
場クラスを○
で囲んでくだ
さい。

初級クラスへ
の有段者のエ
ントリーは不
可。

ご記入間違い
は、失格とな
りますのでご
注意ください

ｋｇ未満クラ
ス
に出場される
選手は当日
計量で僅かで
も規定の体重
をオーバーし
た場合、失格
となります。

初

級

幼年男子 幼年女子

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 小学３年男子 小学３年女子 小学３年女子

３０ｋｇ未満 ３０ｋｇ以上 ３０ｋｇ未満 ３０ｋｇ以上

小学４年男子 小学４年男子 小学４年女子 小学４年女子

３２ｋｇ未満 ３２ｋｇ以上 ３２ｋｇ未満 ３２ｋｇ以上

小学５年男子 小学５年男子 小学５年女子 小学５年女子

３５ｋｇ未満 ３５ｋｇ以上 ３５ｋｇ未満 ３５ｋｇ以上

小学６年男子 小学６年男子 小学６年女子 小学６年女子

４０ｋｇ未満 ４０ｋｇ以上 ４０ｋｇ未満 ４０ｋｇ以上

中学1年男子 中学1年男子 中学２・３男子 中学２・３男子

４５ｋｇ未満  ４５ｋｇ以上 ５０ｋｇ未満 ５０ｋｇ以上

中学1年女子 中学1年女子 中学２・３年女子 中学２・３女子

４５ｋｇ未満 ４５ｋｇ以上 ５０ｋｇ未満 ５０ｋｇ以上

選

抜

幼年男子 幼年女子

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 小学３年男子 小学３年女子 小学３年女子

３０ｋｇ未満 ３０ｋｇ以上 ３０ｋｇ未満 ３０ｋｇ以上

小学４年男子 小学４年男子 小学４年女子 小学４年女子

３２ｋｇ未満 ３２ｋｇ以上 ３２ｋｇ未満 ３２ｋｇ以上

小学５年男子 小学５年男子 小学５年女子 小学５年女子

３５ｋｇ未満 ３５ｋｇ以上 ３５ｋｇ未満 ３５ｋｇ以上

小学６年男子 小学６年男子 小学６年女子 小学６年女子

４０ｋｇ未満 ４０ｋｇ以上 ４０ｋｇ未満 ４０ｋｇ以上

中学1年男子 中学1年男子 中学２・３男子 中学２・３男子

４５ｋｇ未満  ４５ｋｇ以上 ５０ｋｇ未満 ５０ｋｇ以上

中学1年女子 中学1年女子 中学２・３年女子 中学２・３女子

４５ｋｇ未満 ４５ｋｇ以上 ５０ｋｇ未満 ５０ｋｇ以上
※　参加人数の都合上、クラスによっては、ワンマッチや不戦勝での優勝も有り得る場合もございますがご理解とご了承の上、お申し込みください。
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