
拝啓　残暑の候、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11月14日（日）水元総合スポーツセンターメインアリーナにおきまして、第3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3年11月14日（日）　 開場・受付：午前10時00分予定 

水元総合スポーツセンターメインアリーナ 

※リアルチャンピオン選抜クラス（未入賞者でも希望者は出場可）
※中級クラス（リアル選抜クラスで1年以上入賞経験のない選手）
フリー及び非公開の選手は出場出来ません。

フルコンタクトルール　トーナメント方式

￥6,000   ※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 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3年
10月16日（土）必着

【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）

第3回リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

・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。ネット公開

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.足による顔面への膝蹴り・金的以外の攻撃はすべて有効。

反則技

A.頭突き・手・肘・膝による顔面攻撃。（上段膝蹴りは反則）
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・引っ掛け無し
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。
 

注意事項

安全性

 リアルチャンピオン公式HP

https://karaterealchampionships.com/

ジュニア大会は安全性を第一に考えヘッドガード（前面無し）・チェストガード・拳サポーター
・足サポーター・ファールカップの着用を義務づける。
なお極端に薄い拳サポーター、足サポーターを使用している場合は主審の判断で使用を禁止
する場合があります。
チェストガード（みぞおちにかからないもの）、ヘッドガードはリアルチャンピオンシップ指定
のものに限ります。（貸し出しは感染症防止の観点より行いません。各自でご用意ください）

・リアルオリジナルチェストガード
・イサミ　インナーチェストL-8303
・マーシャルワールドチェストプロテクターCP11

※指定防具の詳細は下記になります。（HPにても記載しております）

ヘッドガード

チェストガード

・リアルオリジナルヘッドガード
・イサミSS45　・イサミ CKW-35

・出場選手は申込本人とし、代理人は一切認めません。
・昼食は各自でご用意下さい。
・試合当日受付時にゼッケン・パンフレットをお渡しします。
・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。 

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
※12名未満のトーナメントに関しては決勝戦のみの適用となります。

試合
時間

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勝敗を決する。勝　敗

（大会1週間前にリアルチャンピオンシップHPにて告知致します。）

（ ）



【開催日】 【会場】令和3年11月14日（日）

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）　　　 　

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。

□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

参加申込用紙

・中学2・3年 男子 　▢ 53kg未満　　▢ 53kg以上

・中学1年　 男子 　▢ 47kg未満　　▢ 47kg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 　▢ 53kg未満　　▢ 53kg以上

・中学1年　 男子 　▢ 47kg未満　　▢ 47kg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 ▢ 37kg未満　▢ 37kg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

・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

リアルチャンピオンシップ選抜クラス 中学生中級クラス

中学生選抜クラス

水元総合スポーツセンター メインアリーナ

第3回リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

大会審判長　宮野 孝裕 殿 令和　　　年　　   月　  　日

私議、下記の記載に虚偽の内容がなく、大会のルールや主催者の定めに従い正々堂々競技
する事をここに誓い、本大会への参加を申し込みます。
　本大会が不可抗力又は主催者の判断により中止された場合には、参加費が払戻しされ
ないことを了承致します。
試合にあたっては、自身で必ず保険加入を行います。万一、本大会の試合中に、事故等によ
り、私に負傷、後遺症又は死亡の結果が生じた場合であっても、主催者及び主催者の関係
者に対し、責任を追及せず、名目の如何を問わず一切の請求を行わないことを確約します。

締切日

令和3年
10月16日（土）必着

【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）



新型コロナウイルス感染症の

感染防止対策について

本大会における

出場選手及び関係者の方々は、以下の項目をお守り頂きますようお願い致します。

以上の内容は大会当日までの感染状況などにより変更される場合があります。
その際は、追ってHP等でご報告致します。予め、ご了承頂けますようお願い申し上げます。

①
試合会場への入場は指示があるまで、外で待機頂きますようお願いします。②
試合はクラスを分けて、約 2 時間ごとに 100 名程度を招集致します。各自ご自身が出場するク
ラスの招集が掛かりましたら、順に入場してください。
尚、出入口を別々に設けている場合がありますので、必ずご確認のうえ入場と退場を行うよう
にして下さい。

③

試合への付き添いで会場に入場される場合は、1 人につき 1 名までとします。
※先生・指導者は別とします。
※それ以外の方はやむを得ない場合を除いて、試合会場への入場を禁止します。

④

⑥ 今大会におきましては開会式・閉会式・表彰式は行いません。試合が終了した選手から速やか
に退場して下さい。

⑤ 今大会におきましては防具の貸し出しを禁止します。それぞれ、出場に必要な防具は各自ご用
意下さい。

会場入口に除菌剤等を設置しております。必ず、手指などの除菌を行ってからご入場ください。
試合後も除菌を行って頂くようお願いします。

⑦

選手およびその関係者は試合当日の朝に検温を行ってから来場ください。出場選手が平熱以上
ある場合は、出場をお断りさせて頂きます。また、基礎疾患のある方や 65 歳以上の方はご来
場を控えて頂くようお願いします。

⑨

2 階席などの開放されてるエリアから観戦頂く場合は、座席数や観戦エリアに制限を設けさせ
て頂く場合があります。その他、ソーシャルディスタンスの確保、大声を出さない応援など節
度のある観戦をお願い致します。また、会場側の指示等にも従って頂きますようお願いします。

⑧

原則、来場される方全員、マスクの着用を必須とさせて頂きます。⑩

2021 年 9月 1日現在

皆様が安全で安心できる大会を開催できるよう、
何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

受付は出場人数により変動するため、宮野道場 HPで発表します。




