
謹啓、皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度「２０２２忍者の里杯空手道選手権大会」を開催させて頂く事となりました。

つきましては、本大会開催にあたりまして皆様のご参加、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

コロナウィルス感染防止対策を講じたうえでの大会開催となります為に進行・予定時間などに

変更が生じる場合がございますが、

皆様にはご理解、ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

主　催 空手道　誠流塾

後　援 げんさん・ネクストイノベーション

協　力 ＷＫＯ世界組手連盟/空牙連合会/友好団体/保護者有志

湖南市スポーツ協会

日　時 ２０２２年 　９月　４日（日）　開場・受付　ＡＭ９：００　　開始予定ＡＭ９：４５

「参加人数によって、2部制以上になる可能性があります。」

場　所 滋賀県湖南市総合体育館

〒520-3223 滋賀県湖南市夏見589番地  0748-72-4990

【試合規定】 忍者の里杯空手道選手権大会

【ルール】 ＷＫＯ世界組手連盟に準ずる

【出場クラス】

[初心クラス] 幼年～小学６年生

[初級クラス] 幼年～一般・ＯＶＥＲ４５

＊初心・初級の参加選手の少ないクラスは、中止か合併の場合があります。

[選抜クラス] 幼年～小学３年男女別・体重別無し

　 　  小学4年～高校生男女別・体重別

出場料 ６，０００円 　（昼食は各自で用意ください）

締　切 ２０２２年　６月３０日（木）必着　現金書留にて団体一括でお願いします。

申込先 〒５２０－３３３３　滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘１－１２－１０　

　問合せ先：　０９０－１０７５－５１６０　安達

＊申込後の参加費に関しては、いかなる理由でも返却されませんので、ご了承下さい。

(但し、状況により主催者が中止を判断した場合は全額返金いたします。）

代表　安達　照夫

　Ｗ・Ｋ・Ｏ世界組手連盟Ｊ・Ａ・Ｃ選抜戦指定大会

開催のご案内

敬具

空手道　　誠流塾

２０２２ 忍者の里杯 空手道選手権大会

２０２３年 第５回 ジャパンアスリートカップ選抜指定大会（上級）

《Ｊ・Ａ・Ｃへの出場資格》

幼年～高校生Ｊ・Ａ・Ｃ選抜クラス

上記の優勝者・準優勝者には出場権利が与えられます

＊３位からの繰り上げはおこないません



【割愛事項】
□　 本大会では開会式、閉会式、表彰式は行いません。

【入場時】
□ 試合会場は土足禁止です、各自にて下履き袋を持参してお持ちください。
□ 体育館内への入場は選手１名につき、付き添え１名、大会関係者とさせていただきます。
□ 来場者は必ずマスク着用でお願いします。
□ 選手及びご来場される方は必ず「新型コロナウィルス感染症に関する問診票」ご提出ください。
□ 入場前に手指消毒、検温をお願い致します。
【アップ場所】
□ 指定場所以外（廊下・ロビー・２F観覧席など）でのアップは禁止となります。
【セコンド】
□ セコンドは１名のみで指定された席で応援してください。
□ 必ずマスク及びフェースシールドを着用し、飛沫防止の為に大声での応援はお控えください。
□ セコンド席以外からの声を出しての応援は禁止致します。
【注意事項】
□ 試合中の負傷、事故、盗難などは主催者側の責任は一切負わないものとします。

□ 障害保険は各参加者、道場のスポーツ保険で対応して下さい。

□ 質問などがあれば本部席側へお願いします。（作業中のスタッフへの質問は出来ません）

□ １階アリーナ内では飲食禁止です。
□　 各コート試合が終り次第、入賞者は賞状、メダルなどを受取り後、速やかに退館してください。

□　 審判の判定、試合結果についての異議申し立ては一切受け付けません。
□　 選手の呼び出しはありませんので、７試合前には待機してください。

居ない場合は失格となります
□　 計量は試合前に指定場所にて、～Ｋｇ未満の選手のみで行います。

必ずＴシャツ、道着ズボン着用（衣服の重さ５００ｇまで考慮）で計量します。
＊体重が基準を超えた場合は失格となります。減点出場は出来ません。

【防具】
□ 防具類は各自にて持参してください。
□ ヘッドガードの貸出しはありません。

□ ヘッドガードにはフェースシールド（メーカーは自由）装着かマスク着用でお願いします。

□ サポーター類は総て布製で、各自にて持参して下さい。

□ 拳サポータは布製・皮製（高校生・一般）どちらでも可能。

□ 帶が外れないように帶留めかテーピングで留めて下さい。
□ 赤紐は各自で用意してください。

□ 男子のインナーＴシャツは禁止です、ファールカップは着用義務です。
□ 女子のインナーＴシャツは着用可・チェストガードについては着用自由（腹部までのものは禁止）

【防具着用】 ※　着用義務○　　　着用自由△　　無着用×　　

【試合時間】

選抜 上段ヒザ蹴り（中学生以上有効）

△ ○

クラス 蹴り技（有効・禁止）
本　戦

(ﾏｽﾄｼｽﾃﾑ）

初心 上段蹴り禁止

１分３０秒初級 上段蹴り有効（上段ヒザ蹴り禁止）

選抜 ○ ○ ○ △
小３以上義務

○

△ ○

初級
一般・マスターズ

△ ○ ○ △
小３以上義務

○ △ ○

初心・初級
中学生まで

○ ○ ○ △
小３以上義務

○

２０２２　忍者の里杯　空手道選手権大会
WKO世界組手連盟　第５回Ｊ・Ａ・Ｃ　ジャパンアスリートカップ選抜大会

規約・注意事項

クラス ヘッドガード 拳 脛 膝
ファールカップ

（男子）
チェストガード

（女子）
帶留め



＊出場選手総括表の登録は代表者（責任者）様がしていただくようにお願いいたします。

大会入賞歴
（過去１年間）

＊初心・初級の参加選手の少ないクラスは、中止か合併の場合があります。

32
一般女子（高校生以上）

重量：５５Ｋｇ以上

33
ＯＶＥＲ４５男子

軽中量：７０Ｋｇ未満
34

ＯＶＥＲ４５男子
重量：７０Ｋｇ以上

29
一般男子（高校生以上）

軽中量：７０Ｋｇ未満
30

一般男子（高校生以上）
重量：７０Ｋｇ以上

31
一般女子（高校生以上）

軽量：５５Ｋｇ未満

25
中学生　男子

軽量：５５Ｋｇ未満
26

中学生　男子
重量：５５Ｋｇ以上

27
中学生　女子

軽量：４５Ｋｇ未満
28

中学生　女子
重量：４５Ｋｇ以上

21 小５　男子 22 小５　女子 23 小６　男子

17 小３　男子 18 小３　女子 19 小４　男子 20 小４　女子

24 小６　女子

                                                 【初級クラス】                    出場番号を記入【　　　　　　】

13 幼年　年中　男女混合 14 幼年　年長　男女混合 15 小１　男女 16

9 小５　男子 10 小５　女子 11 小６　男子

小２　男女

5 小３　男子 6 小３　女子 7 小４　男子 8 小４　女子

12 小６　女子

　　締切：２０２２年　６月　７日（火）必着

＊茶帯・黒帯は不可です
出場クラスに○と番号を記入して下さい

＊防具・赤ヒモは各自で持参
（貸出しはありません）

                                                 【初心クラス】　（上段蹴り禁止）　出場番号を記入【　　　　　　】

1 幼年　年中　男女混合 2 幼年　年長　男女混合 3 小１　男女 4 小２　男女

修　行
年　数

年　　　ヶ月

選手住所

〒
携　帯
番　号

選手　⇔　保護者

学　年 幼年（　年中　・　年長　）　小学　・　中学　・高校　　　　　　年

生年月日　：　　　西暦　　　　　　年　　　月　　　日 大会当日の年齢：　　　　　　　才

性　別： 男　・　女 級・段位：
級
段

帶の色： 色帯

ふりがな 身　長 体　重

選手氏名 Ｃｍ Ｋｇ

２０２２忍者の里杯　空手道選手権大会　　　出場申込書
【初心・初級クラス】

大会実行委員長 殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出日：２０２２年　　月　　日

私議、本大会のルールに従い、正々堂々競技する事を此処に誓います。

また、試合中の負傷、事故については一切異議を申し立てません。

団体名： 保護者氏名：　    　　　　　　　   　　　　　　　　　　㊞



＊出場選手総括表の登録は代表者（責任者）様がしていただくようにお願いいたします。

全日本出場権利 　　第５回Ｊ・Ａ・Ｃ出場権　獲得している　⇔　獲得していない　（○をして下さい）

大会入賞歴
（過去１年間）

69 高校男子６０Ｋｇ未満 70 高校男子７０Ｋｇ未満 71 高校男子７０Ｋｇ以上

67 高校女子５２Ｋｇ未満 68 高校女子５２Ｋｇ以上

64 中２男子５０Ｋｇ以上

65 中３男子５５Ｋｇ未満 66 中３男子５５Ｋｇ以上

61 中１男子４５Ｋｇ未満 62 中１男子４５Ｋｇ以上 63 中２男子５０Ｋｇ未満

58 中２女子４７Ｋｇ以上

59 中３女子５０Ｋｇ未満 60 中３女子５０Ｋｇ以上

55 中１女子４３Ｋｇ未満 56 中１女子４３Ｋｇ以上 57 中２女子４７Ｋｇ未満

52 小５男子３５Ｋｇ以上

53 小６男子４０Ｋｇ未満 54 小６男子４０Ｋｇ以上

49 小４男子３０Ｋｇ未満 50 小４男子３０Ｋｇ以上 51 小５男子３５Ｋｇ未満

47 小６女子４０Ｋｇ未満 48 小６女子４０Ｋｇ以上

43 小４女子３０Ｋｇ未満 44 小４女子３０Ｋｇ以上 45 小５女子３５Ｋｇ未満

39 幼年　男子 40 小１　男子 41 小２　男子 42 小３　男子　

46 小５女子３５Ｋｇ以上

　　締切：２０２２年　６月　７日（火）必着

＊選抜クラスは２級以上に限らず希望者はエントリー可能
・出場クラスに○と番号を記入して下さい

＊防具・赤ヒモは各自で持参
（貸出しはありません）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｊ・Ａ・Ｃ　選抜クラス】　出場番号を記入【　　　　　　】

35 幼年　女子 36 小１　女子 37 小２　女子 38 小３　女子　

修　行
年　数

年　　　ヶ月

選手住所

〒
携　帯
番　号

選手　⇔　保護者

学　年 幼年（　年中　・　年長　）　小学　・　中学　・高校　　　　　　年

生年月日　：　　　西暦　　　　　　年　　　月　　　日 大会当日の年齢：　　　　　　　才

性　別： 男　・　女 級・段位：
級
段

帶の色： 色帯

ふりがな 身　長 体　重

選手氏名 Ｃｍ Ｋｇ

２０２２忍者の里杯　空手道選手権大会　　　出場申込書
【Ｊ.A.C　ジャパンアスリートカップ選抜戦】

大会実行委員長 殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出日：２０２２年　　月　　日

私議、本大会のルールに従い、正々堂々競技する事を此処に誓います。

また、試合中の負傷、事故については一切異議を申し立てません。

団体名： 保護者氏名：　    　　　　　　　   　　　　　　　　　　㊞



（〒　　　　　-　　　　　　　　）

・誠流塾HPから⇒　http://seiryujukukarate.sakura.ne.jp/index.html

②出場選手総括表（エクセルデータ）をメールにてお願いいたします。

・送信先メールアドレス　⇒　seiryujyuku@way.ocn.ne.jp

・申込用紙・出場選手リスト・参加費は

　代表者の方がまとめて現金書留で提出をお願いいたします。

お手数ですが何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　誠流塾　大会事務局

出　場　料 　（　　　）名　Ｘ　６，０００円＝（　　　　　　円）

誠流塾事務局へ

②エクセル

データ送信

月　　　日　　送信済み

①忍里出場選手総括表をHPからダウンロードをお願いいたします。

書類送付先

電話（ケイタイ）

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

代表者・責任者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

２０２２　忍者の里杯　空手道選手権大会

Ｗ・Ｋ・Ｏ世界組手連盟　第５回Ｊ・Ａ・Ｃ選抜戦指定大会

出場選手リスト　　

団　体　名


