
主催：  静空連盟
共催： WGKF世界総合空手道連盟
主管： 日本空手道静空塾
協力： リアルチャンピオンシップ実行委員会

日時： 2023年2月26日（日）　　　＜開・閉会式は行いません＞

 9：00 開場

※2部制で行います。詳細は2月上旬に静空塾ホームページにてお知らせ致します。

会場： 沼津市勤労者体育センター

（静岡県沼津市御幸町１５－１）

出場クラス： 申込書参照（参加人数によりクラス統合、廃止になる場合があります。）

※決勝終了後、各コートでメダル授与

※赤紐・ヘッドガード（フェイスシールド）は各自用意

参加費： 7,000円

申込締切： 2023年1月10日（火）必着

申込先：　 〒410-0823

静岡県沼津市我入道蔓陀ヶ原５１４

日本空手道 静空塾

師範　芹澤竜一宛

※現金書留にて参加申込書と参加費を共に団体責任者がまとめて送付下さい。

問合せ先：  TEL：０９０-４１８８-８１５７ 又は TEL・FAX：０５５‐９３４‐３６５０

注意事項 1.　上段膝蹴りは中学生、高校生のみ有効。幼年・小学生は禁止となります。

2.　試合中の急病・負傷等の応急処置は主催者側にて行いますが、

　　その責任については負いかねます。各自スポーツ保険に加入しておいて下さい。

3.　選手の金髪・茶髪等、ピアス等の装飾は厳禁です。（当日失格有り）

4.　武道の試合にそぐわない応援（野次や判定に対するクレーム）は一切禁止です。

5.　試合後のガッツポーズ、雄叫び等の行為は禁止です。

6.　呼出し時にコートにいない場合は失格となります。注意して下さい。

　※駐車場は限りがありますので公共交通機関のご利用をお願いします。

リアルチャンピオンシップ2023選抜
第17回静空塾ジュニア空手道選手権大会開催のご案内

　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『第17回 静空塾ジュニア空手道選手権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



開催日 2023年2月26日（日）

　私儀、本大会のル－ルに従って正々堂々と技を競い合うことをここに誓います。

なお、試合中における事故ならびに負傷を負っても一切の異議申し立てを致しません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　㊞

№

所属流派・道場名 支部名

代表者氏名
電話番号

フリガナ 性別 生年月日 昭和・平成 　　　  年　　  　月　  　　日　（満　  　才）

氏　　名 男・女 連絡先 　　　（　　　　　　）　　　　　　　　-

住　　所

　〒　　　　　-

段・級位 　　　　　級　（　　　　）帯 空手歴

身長 cm 体重 kg

1 幼年年中（男女混合）初・中級 ＜無差別＞ 8 小学4年男子初・中級 ＜無差別＞

2 小学1年男子初・中級 ＜無差別＞ 9 小学4年女子初・中級 ＜無差別＞

3 小学1年女子初・中級 ＜無差別＞ 10 小学5年男子初・中級 ＜無差別＞

4 小学2年男子初・中級 ＜無差別＞ 　青帯７級まで 11 小学5年女子初・中級 ＜無差別＞ 　黄帯５級まで

5 小学2年女子初・中級 ＜無差別＞ 　出場可 12 小学6年男子初・中級 ＜無差別＞ 　出場可

6 小学3年男子初・中級 ＜無差別＞ 13 小学6年女子初・中級 ＜無差別＞

7 小学3年女子初・中級 ＜無差別＞

14 幼年年長（男女混合） 29 小学5年女子

15 小学1年男子 ＜無差別＞ 30 小学5年女子

16 小学1年女子 ＜無差別＞ 31 小学6年男子 ＜40㎏未満＞

17 小学2年男子 ＜無差別＞ 32 小学6年男子 ＜40㎏以上＞

18 小学2年女子 ＜無差別＞ 33 小学6年女子 ＜40㎏未満＞

19 小学3年男子 34 小学6年女子 ＜40㎏以上＞

20 小学3年男子 35 中学1年男子 ＜45㎏未満＞

21 小学3年女子　 36 中学1年男子 ＜45㎏以上＞

22 小学3年女子　 37 中学２・３年男子 ＜55㎏未満＞

23 小学4年男子 38 中学２・３年男子 ＜55㎏以上＞

24 小学4年男子 39 中学女子 ＜45㎏未満＞

25 小学4年女子 40 中学女子 ＜45㎏以上＞

26 小学4年女子

27 小学5年男子

28 小学5年男子

※体重別クラスは当日開会式前に各コートで計量を実施の事。(道着を着た状態で規定体重2キロ超過の場合は失格。)

※参加人数により、クラス統合・廃止となる場合があります。

※出場料は出場申込書同封の上、各団体一括で現金書留にて郵送願います。

※申込締切は2023年1月10日（火）までに必着でお願い致します。

＜32㎏以上＞

＜32㎏以上＞

過去1年の主な入賞歴

＜無差別＞

＜30㎏以上＞

＜35㎏以上＞

＜32㎏未満＞

＜35㎏未満＞

＜30㎏未満＞

＜30㎏以上＞

リアルチャンピオンシップ選抜クラス　♦クラス人数（※12名以上でベスト4まで※4名以上11名以下で準優勝まで※3名以下で優勝者のみ）
がリアルチャンピオンシップ権利獲得

＜32㎏未満＞

＜30㎏未満＞

＜35㎏未満＞

＜35㎏以上＞

第17回 静空塾ジュニア空手道選手権大会

出場申込書

〒　　　  　　-

初・中級クラス　※中・上級でベスト４までの入賞歴無し
※選抜権利無し

リアルチャンピオンシップ2023選抜

所属流派・道場住所
電話番号

出場クラス

       　　　　　段　　　　



電話番号

氏名 ふりがな クラスNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

出場者一覧表

所属団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　     　　　　　　　　　　　　　様

出場クラス名

（　　　　　　）名×￥７，０００＝￥

　住所　〒



1 勝敗 ・試合時間内に一本または技あり二つを宣せられた選手を勝ちとする。

・試合時間内に反則を重ね、減点２となった選手は失格負けとする。

・試合時間終了までに上記の決着がつかなかった場合、審判員は判定を行い、

過半数以上の勝ち判定を受けた選手の勝ちとする。

2 1本 ・反則部位以外に技が的確に決まり、相手選手をダウンさせるか、戦意を喪失させた場合。

・頭部以外に対する足技で相手に尻餅をつかせた状態で下段突きをタイミング良く決めた場合。

4 有効技 ．反則部位以外への手技、足技による攻撃。

5 反則技 ・手技による首から上への攻撃

・金的への攻撃

・拳底及び正拳での押し。

・背後からの攻撃及び倒れた相手への攻撃。

・掴み、抱え込み、引っかけ、投げてからの攻撃。

・上段ヒザ蹴り（幼年～小学生）。

6 反則カウント ・警告→注意１→注意２＝減点１→注意３（最終警告）→注意４＝減点２（失格）

7 その他 ・判定に対するクレームは一切認めない。

・セコンド1名でお願い致します。他、指導者1名は可とします。

8 禁止事項 ・頭髪の極端な染色（金髪・茶髪等）、ピアス、ミサンガ等の着用

・道着の過度の刺繍等

・試合後のガッツポーズ、雄叫び等の行為

9 判定

（(注）減点は相殺しません）

※マスト判定の注意差（1）は優勢の方の勝ち、互角の場合は注意（1）の負けとなる。

☆各審判員の判定による
10 試合時間

本戦 延長戦

11 防具
ヘッドガード
☆フェイスシー
ルド付き

脛サポーター 拳サポーター
ファール
カップ

膝サポーター
胸ガード
女子のみ

幼年 ○ ○ ○ ○（女子△） △ ×

小・中学生 ○ ○ ○ ○（女子△） 三年生以上は義務 三年生以上は義務

※○着用義務　×着用不可　△着用自由（希望者のみ着用可）

※ヘッドガードは、面ガードのある物・赤テープ取替えの出来る白いタイプ（色付は不可）、フェイスシールド

※拳サポーターは布製。☆革製は不可。オープンフィンガータイプ。

※極端に薄くなった拳サポータ－は主審の判断で交換してもらう場合有り。

【イサミ製】☆チェストガードTT-28☆スポーツブラL-711☆インナーショートブラD-16

【ロータスクラブ製】☆胸部プロテクター

【マーシャルワールド製】☆チェストガードCG28

※ベストタイプ、たすき掛けタイプ、腹部にかかる物、プラスチック製は不可となりますのでご注意下さい。

※赤紐は各自用意

を付けたものを各自ご用意下さい。※ご用意できない場合は、事前にお知らせください。

※女子クラスの胸ガードは以下の物に定めますので、ご確認お願い致します。

試　合　規　約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　技有り１　　　技有り２(一本)

判定優先順位 判定基準

　　　　注意1　　　注意2(減点1)　　注意3　　　注意4(減点2)

・小学生
・中学生

1分30秒

1分
（マスト）

1分
（マスト）

・幼年 1分

一本＞技有り＞ダメージ＞有効打＞手数＞気合
い



感染症対策ガイドライン
（全日本フルコンタクト空手道連盟ガイドライン参考）

　入館者は選手1名につき、セコンド（保護者）1名のみとなります。

※感染状況により変更になる場合があります。

1　入館者は次のア～ウに該当する場合は自主的に参加を見合わせて下さい。（来館者の所在は各団体で

　　確認出来るようにして下さい。）

　ア）　体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　イ）　同居家族や身近な知人に感染症が疑われる方がいる場合

　ウ）　過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域などへの渡航

　　　　又は当該者と濃厚接触がある場合

2　開場待ちの来場者はSDを維持して整列する。会場の出入りの際は、検温、手の消毒をお願いします。

3　館内ではマスク又はフェイスシールドの着用をお願いします。

4　館内は選手・審判員・スタッフ・関係者のみとして、選手１名に対して保護者１名の入館とし、応援の入館は

　　出来ません。

5　アリーナ内での応援は出来ません。

6　ウォーミングアップは指定の場所でSDを維持して下さい。

7　ジュニア選手は持参のヘッドガード（フｴイスシールド付）を用意して下さい。

　※　フェイスシールドを口元が隠れ、飛沫防止が出来るもの。（クリアファイルなどを利用した手作り可）

　※各団体指定の物も可。

　※破損及び怪我などは自己責任となりますのでご了承下さい。

8　赤紐は各自用意して下さい。（貸出しはございません）

9　セコンド1名でお願い致します。※他指導者1名可

10　選手は試合後のあいさつで、握手をしないで下さい。

11　開・閉会式は行いません。敗退選手は速やかにご帰宅お願いします。

♦新型コロナの感染状況により、行政の判断で中止になる場合があります。

大会実行委員長　　芹澤　竜一



チェック

当日の体温

℃
当日の体温

℃

選手
住所

セコンド
住所

※チェックリストは受付に提出して下さい。その際に保護者・セコンドpass

リアルチャンピオンシップ2023選抜

第17回静空塾ジュニア空手道選手権大会

感染症対策チェックリスト   　　 　　   開催日2023年2月26日

【選手用】【セコンド1名】

をお渡しします。保護者・セコンドpassの無い方の入館は出来ません。

大会を安全に開催する為のチェックリストとなります。

当日の検温、体調不良等で下記の項目に該当する方は入場をお断り致します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご理解ご協力をお願い致します。

《出場される選手の皆様へ》

①チェックリストには各項目のチェック、お名前、ゼッケン№、大会当日の体温、保護者名

　（セコンド）、住所、ご連絡先のご記入をお願い致します。

②会場入口で手指消毒、検温後、チェックリストに必要事項を記入し提出をお願い致し

　ます。必ずゼッケン№の記入をお願い致します。

該当しないはレ点チェックして下さい。

項目

37.5度以上の発熱や風邪の症状等
※

の体調不良な人
※咳や息苦しさ倦怠感、頭痛、下痢、嘔吐症状など

新型コロナウイルス感染の疑い（発熱や、味覚障害、濃厚接触者など）
のある人が家族（同居）や身近な友人などにいる

過去14日以内に海外から帰国（入国）した人

名前 ゼッケン№

選手

名前 ご連絡先

※大会当日必ず持参してご提出ください。

※チェックリストはコピーしてお使い下さい。

保護者（セコンド） TEL

〒

〒


