
拝啓　大暑の候、皆様方には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、来る10月27日（日）葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館 第一・第二武道場におきまして、第2回リアルチャ
ンピオンシップ選抜東京大会を開催する運びとなりました。これもひとえに皆様のご支援ご協力の賜物と深く感謝いた
しております。つきましては、下記の通り開催いたしますので、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、何卒ご参加下さいます
様、よろしくお願い申し上げます。

【開催日】
【 会 場 】
【参加資格】

【競技内容】
【参加費】

【 主 催 】

令和元年10月27日（日）　 開場・受付（団体）：12時30分　開始：13時00分
葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館  第一・二武道場  （〒124-0022 葛飾区奥戸7-17-1 ℡:03-3691-7111）
幼年～小6までの男女と中学生男女の初級クラス・中上級クラス

フルコンタクトルール　トーナメント方式
￥6,000（参加賞含む）  ※申込後、参加料の返金は出来ませんので、ご了承下さい。

リアルチャンピオンシップ実行委員会 宮野道場

敬 具

※保険については各自負担となります。自身でご加入下さい。

締切日

令和元年
9月8日（日）必着

・初級以上の大会優勝経験者不可　・茶 / 黒帯は上記に関わらず不可　・今までリアルチャンピオンシップ権利獲得（繰り上がり含む）の経験者不可
・中級以上（相当の階級）で１勝でもしている選手不可　・入賞歴がないという理由で、中級クラスの力量の選手が初級クラスに申し込むことはお控えください。

※各道場の先生の良識ある判断をお願いします。

初級の規定

【申込方法】参加申込書と参加費用を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送して下さい。
　　　　　 各流派団体・各支部・など、出来るだけまとめて申し込み下さい。
【送付先】〒665-0861  兵庫県宝塚市中山寺1-16-21-2F  宮野道場大会事務局
【連絡先】TEL ＆ FAX  0797-84-0088（宮野道場本部）

予  選  試  合→本戦（1分30秒）→延長（1分）→マストシステム
ベスト4以降→本戦（1分30秒）→延長（1分）→再延長（1分）→マストシステム

試合時間

・選手の名前や試合写真、動画等を公式ホームページやブログなどで使用します。あらかじめご了承ください。

有効技

A.手による顔面・首・金的以外の攻撃はすべて有効。
B.足による金的以外の攻撃はすべて有効。
  （但し、膝蹴りはボディーのみ有効とする）

反則技

A.頭突き・手・肘による顔面攻撃。
B.金的攻撃・ダウンした相手を攻撃・背後からの攻撃。
C.全クラス掴み無し
D.反則は悪質なものをのぞいて注意１が与えられ、注意2で減点１、
   減点2で失格となる。
E.押してからの攻撃。（但し攻撃につなげるための片手での一瞬の押しは有効。）
　※連続しての押しや攻撃につながらない防御のための押しは反則となる。
 

勝敗

1本勝ち・技あり（2本で1本勝ち）・判定勝ち・反則ないし失格により
判定される。
注意事項

安全性

ジュニア大会は安全性を第一に考え、ヘッドギア 前面無し・胸サポーター・
拳サポーター・足サポーター等の着用を義務づける。

ネット公開

リアルチャンピオンシップ選抜東京大会
2019

リアルチャンピオン公式HP→http://karaterealchampionships.com/  

出場選手は申込本人とし、代理人は一切認めません。
試合当日受付時にゼッケン・パンフレット・参加賞をお渡しします。
プロテクター並びにヘッドガードは主催者が用意します。
（サポータータイプなら各自持参で結構です）
毛染め・ピアス等大会の趣旨にそぐわない身形をしていた場合、出場をお  
断りしますのでご注意下さい。
リアルチャンピオンシップ公式ホームページ（他facebookページやブログ
など）にて駐車場情報や会場使用の特記事項などの来場者の為の連絡事
項を随時行います。またルール変更や進行の変更などもすべてホームペー
ジ上から行います。個人への連絡は行いません。各自必ずご覧ください。



【開催日】 【会場】令和元年10月27日（日）

大会実行委員長 殿 令和　　年　　月　　日
私議、下記の通り相違なく、また大会のルールに従い正々堂々競技する事をここに誓います。又、本大会中における
負傷、事故につきましては主催者側にその責任の一切を問いません。

保護者氏名 印

住　所

電話番号

修業年数

携帯番号

入 賞 暦

身　　長

学　　年

体　　重

〒

cm kg

※無しの場合でもなしと記入する

所属
流派

生年
月日

性
別 　 　年　 　月　 　日　　　歳

平成

氏　名
ふりがな

男・女

支部名：

年　　　　　ヶ月 (※移籍等が有る場合はトータル）　　　 　級・段 帯色 ⇒

幼年　・　小学　・　中学 年生

※ジュニア大会に於いては、参加人数により、クラス統合、廃止、ウエイト制（初級も可能性あり）へと変更する場合あがありますので、ご了承下さい。

※全ての階級でウェイト制は軽量のみ
　体重測定あり、規定体重を超えた場
　合減点がつけられます。

・初級以上の大会優勝経験者不可　　・茶 / 黒帯は上記に関わらず不可    ・今までリアルチャンピオンシップ権利獲得（繰り上がり含む）の経験者不可
・中級以上（相当の階級）で１勝でもしている選手不可   ・入賞歴がないという理由で、中級クラスの力量の選手が初級クラスに申し込むことはお控えください。

出
場
ク
ラ
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

□幼年男女混合 

□小学1年 男子

□小学2年 男子

□小学3年 男子

□小学4年 男子

□小学5年 男子

□小学6年 男子

□小学2年 女子

□小学1年 女子

□小学3年 女子

□小学4年 女子

□小学5年 女子

□小学6年 女子

※各道場の先生の良識ある判断をお願いします。

参加申込用紙

・中学2・3年 男子 　▢ 50kg未満　　▢ 50kg以上

・中学1年　 男子 　▢ 45kg未満　　▢ 45kg以上

・中学2・3年 女子 　▢ 50kg未満　　▢ 50kg以上

・中学1年　 女子 　▢ 45kg未満　　▢ 45kg以上

・中学2・3年 男子 　▢ 50kg未満　　▢ 50kg以上

・中学1年　 男子 　▢ 45kg未満　　▢ 45kg以上

・中学2・3年 女子 　▢ 50kg未満　　▢ 50kg以上

・中学1年　 女子 　▢ 45kg未満　　▢ 45kg以上

初級の規定

初級クラス

□幼年男女混合 

□小学1年 男子

□小学2年 男子

・小学3年 男子 ▢ 30kg未満　▢ 30kg以上

・小学4年 男子 ▢ 32kg未満　▢ 32kg以上

・小学5年 男子 ▢ 35kg未満　▢ 35kg以上

・小学6年 男子 ▢ 40kg未満　▢ 40kg以上

□小学2年 女子

□小学1年 女子

・小学3年 女子 ▢ 30kg未満　▢ 30kg以上

・小学4年 女子 ▢ 32kg未満　▢ 32kg以上

・小学5年 女子 ▢ 35kg未満　▢ 35kg以上

・小学6年 女子 ▢ 40kg未満　▢ 40kg以上

中上級クラス 中学生初級クラス

中学生中上級クラス

【申込方法】参加申込書と参加費用を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送して下さい。
　　　　　 各流派団体・各支部・など、出来るだけまとめて申し込み下さい。
【送付先】〒665-0861  兵庫県宝塚市中山寺1-16-21-2F  宮野道場大会事務局
【連絡先】TEL ＆ FAX  0797-84-0088（宮野道場本部）

締切日

令和元年
9月8日（日）必着

リアルチャンピオンシップ選抜東京大会
2019

葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館 第一・第二武道場


	2019第2回東京リアルチャンピオンシップ選抜大会_案内
	2019第2回東京リアルチャンピオンシップ選抜大会_申込書1

