


令和4年1月1 4日（金）《送付先必着》

スポーツ保険は出場選手各自でご加入ください。

令和4年2月20日（日）

〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝3-9-10
『白蓮会館 佐賀唐津支部』宛て
TEL：090 -1921 -7839  ／ FAX：0 9 5 2 - 3 1 - 1 3 8 0

記

第5回 白蓮会館佐賀県空手道選手権大会

NPO法人国際空手拳法連盟 白蓮会館
九州本部　本部長 大野英章

佐賀唐津支部　支部長 内藤貴継

拝啓　清秋の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　この度、第5回『白蓮会館佐賀県空手道選手権大会』が、令和4年2月20日（日）に開催させ

て頂く運びとなりました。今大会のJ・A・Cジャパンアスリートカップ選抜戦は、2023年第5回

大会の出場権を掛けての戦いとなります。前大会に引き続き初級と中級のクラス分けで、初め

ての方でもチャレンジできる大会も開設しております。

　また、今大会におきましては新型コロナウィルス感染症の対策を万全に行ったうえ、全力で

大会運営にあたる所存です。

御多忙中とは存じますが各団体の皆様には是非ともご参加、ご協力頂ければ幸いに存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

押忍

￥6,０００- 

芦刈文化体育館 住所:佐賀県小城市芦刈町三王崎172番地1

～  2023年 第5回 Ｊ・Ａ・Ｃジャパンアスリートカップ選抜戦  ～

フルコンタクト空手ルールによる勝ち抜きトーナメント

※出場費は現金書留にて、下記の申込先にお送りください。
　申込後の出場費の返金はできませんので、ご了承ください。

出場選手の状況により２部もしくは３部制にて行います。
大会２週間前にはHP、SNSなどで発表致します。

・コロナ感染防止のため選手１名につき体育館への入場は付添い１名とさせて頂きます。
・ご高齢の方のご来場はお控え下さい。
・出場選手並びに付添いの方は必ずマスクを着用下さい。



■日時 :令和4年2月20日（日）

■会場 :芦刈文化体育館
　　　  佐賀県小城市芦刈町三王崎172番地1

■競技内容 :フルコンタクト空手ルール
※年少部は頭部ライトコンタクトとする。

■申込先 :白蓮会館 佐賀唐津支部
              〒849 -0935
              佐賀県佐賀市八戸溝3-9 -10
　　　　  TEL：090 -1921 -7839
　　　　  FAX：0952 -31 -1380

■出場費 :6,000円 

■締切日 :令和4年1月14日（金）《申込先必着》

※出場費は現金書留にて申込先にお送りください。
※申込後、出場費の返金は出来ませんのでご了承
　下さい。

1 .試合進行

種　別

壮年・一般初級

高校生・一般中級

本　戦 延　長 再　延　長
【決勝戦のみ】

2 .プロテクター
Ａ： 拳サポーター（布製のみ可）、脛サポーター、ファールカップ持参（ヘッドギアは新型コロナ感染症対策のため各自持参）
Ｂ： 女子は胸サポーターの着用は任意ですが、腹部にかかるものは主催者の判断で認めない場合もあります。

3 .有効技
Ａ：手による顔面、首、金的以外の攻撃は全て有効。
Ｂ：足による攻撃、金的以外の攻撃は全て有効。

4 .反則技
Ａ：金的蹴り・頭突き・手による首から上への攻撃。
Ｂ：倒れた相手への攻撃。
Ｃ：相手を掴んだり投げたりする攻撃。
Ｄ：全クラス上段膝蹴りなし
※反則は悪質なものを除いて注意が与えられ、注意２で減点１・減点２で失格となる。

５.判定

6.注意事項

１本勝ち・技有り（２本で１本勝ち）・判定勝ち・反則ないしは失格により判定される。
尚、審判長の裁可により、ドクターストップ等による試合中止もあり得る。

1分3 0秒 1分 1分

幼年～小学6年生・中学生 1分3 0秒 1分 1分

2分 2分 2分

※人数の少ない場合は統合になる場合がございます。
　体力指数を参考としてトーナメントを考慮いたします。

大　会　内　容

・道内試合等でも入賞経験ある方は初級ではなく中級に出場ください。四人のトーナメントの場合、入賞経験は考慮いたしません。

・粗暴な振舞い、悪質な試合態度、悪質な反則は審判員が協議のうえ失格と判断する場合があります。
・茶髪・金髪・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。

◆ 各クラス優勝者には豪華副賞があります。◆

第5回 白蓮会館佐賀県空手道選手権大会
～ 2023年 第5回 Ｊ・Ａ・Ｃジャパンアスリートカップ選抜戦 ～

保険は選手各自でご加入ください。

出場選手の状況により２部もしくは３部制にて行います。
大会２週間前にはHP、SNSなどで発表致します。

開場（受付開始）

コロナ感染防止のため選手１名につき体育館への入場は付添い１名とさせて頂きます。
出場選手並びに付添いの方は必ずマスクを着用ください。ご高齢の方のご来場はお控えください。



〒

※支部名まで記入して下さい。 （色）

大会委員長殿

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、保険加入についても自身で行い、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。

氏名
※未成年の方は保護者の氏名をご記入ください。

印

※上記の計算によりトーナメントの組合せを考慮
　致します。正確な数値をご記入ください。

参加申込書

年　　　月　　　日 満　　　才平成

小学・中学幼年 年生

※受付時に体重測定は行いませんが、ランダムに体重測定を行う場合がありますので、ご了承ご協力の程
    宜しくお願い致します。なお、申告体重より3kgオーバーの場合失格になる場合もございます。

年中の部 □　初級
初級・・・入賞経験なし

中級・・・上級で入賞経験なし

□　初級

年長の部

小学1年の部

小学2年の部

小学3年の部

小学4年の部 □　初級 □　中級

小学5年の部

小学6年の部

中学の部【女子】

一般の部【女子】

一般の部【男子】

中学の部【男子】
（入賞経験なし）

壮年の部（入賞経験なし）

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級 □　中級

□　初級50kg未満 □　中級50kg未満

□　初級50kg以上 □　中級50kg以上

□　70kg未満 □　70kg以上

□　70kg未満 □　70kg以上

【35才～42歳未満】

壮年の部（入賞経験なし）
【42歳以上】

男子 女子

※人数の少ない場合は統合になる場合が
    ございます。 体力指数を参考としてト
    ーナメントを考慮いたします。

道内試合等でも入賞経験ある方は初級ではなく中級に出場ください。四人のトーナメントの場合、入賞経験は考慮いたしません。
中学3年から一般中級出場可能です。但し、全日本Jr.優勝経験者や黒帯は出場不可です。



〒

※支部名まで記入して下さい。 （色）

大会委員長殿

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、保険加入についても自身で行い、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。

氏名
※保護者の氏名をご記入ください。

印

※上記の計算によりトーナメントの組合せを考慮
　致します。正確な数値をご記入ください。

※受付時に体重測定は行いませんが、ランダムに体重測定を行う場合がありますので、ご了承ご協力の程宜しくお願い致します。
    なお、申告体重より3kgオーバーの場合失格になる場合もございます。

平成

階級 階級 体重体重

小1男子の部

幼年男子の部

無差別

無差別

無差別

30kg未満 30kg以上

35kg未満 35kg以上

40kg未満 40kg以上

35kg未満 35kg以上

40kg未満 40kg以上

40kg未満 40kg以上

45kg未満 45kg以上

50kg未満 50kg以上

50kg未満 50kg以上

55kg未満 55kg以上

60kg未満 60kg以上

高校1年 高校2年 高校3年 高校1年 高校2年 高校3年

30kg未満 30kg以上

無差別

無差別

無差別

小2男子の部

小3男子の部

小4男子の部

小5男子の部

小6男子の部

中1男子の部

中2男子の部

中3男子の部

高校男子の部

小1女子の部

幼年女子の部無差別 無差別

小2女子の部

小3女子の部

小4女子の部

小5女子の部

小6女子の部

中1女子の部

中2女子の部

中3女子の部

高校女子の部

Ｊ・Ａ・Ｃ選抜クラス 参加申込書

小学・中学

年　　　　ヶ月

幼年

年　　　月　　　日 満　　　才

年生

男　　　・　　　女



■日　　時 :令和4年2月20日（日）

■会　　場 :芦刈文化体育館
　　　  　　佐賀県小城市芦刈町三王崎172番地1

■競技内容 :フルコンタクト空手ルール

■申  込  先 :白蓮会館 佐賀唐津支部
              　　〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝3-9-10
　　　　  　TEL：090-1921-7839 / FAX：0952-31-1380

■参  加  費 : 無　料 

■参加資格 : 高校生以上の男子一般上級 

■締  切  日 :

※大会出場費は無料とさせて頂きます。
　但し、エントリー完了後の欠場に関しましては
　キャンセル料として１万円頂戴致します。

1 .試合進行
種　別

一般上級

本　戦 延　長 再　延　長

2 .有効技
Ａ：手による顔面、首、金的以外の攻撃は全て有効。
Ｂ：足による攻撃、金的以外の攻撃は全て有効。

3 .反則技
Ａ：金的蹴り・頭突き・手による首から上への攻撃。
Ｂ：倒れた相手への攻撃。
Ｃ：相手を掴んだり投げたりする攻撃。

4 .判定

5 .注意事項

１本勝ち・技有り（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。尚、審判長の裁可によるドクタースト
ップ等での試合中止もあり得る。

2分 2分 2分

大　会　内　容

・茶髪・金髪・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。

・粗暴な振舞い、悪質な試合態度、悪質な反則は審判員が協議
　のうえ失格と判断する場合があります。

第5回 白蓮会館佐賀県空手道選手権大会
～ BNスペシャルトーナメント(優勝者に武道奨励金贈呈)～

保険は選手各自でご加入ください。

〒

※支部名まで記入して下さい。 段
級

※上記の計算によりトーナメントの組合せを考慮
　致します。正確な数値をご記入ください。

出場する体重のクラスに
チェックを入れてください。

年　　　月　　　日 満　　　才

昭和  ・  平成

生年月日

令和4年1月14日（金）
《申込先必着》

※反則は悪質なものを除いて注意が与えられ、注意２で減点１
   ・減点２で失格となる。

□　68kg未満一般男子上級 □　68kg以上

申込記載欄

BNスペシャルトーナメント

コロナ感染防止のため選手１名につき体育館への入場は付添い１名とさせて頂きます。
出場選手並びに付添いの方は必ずマスクを着用ください。ご高齢の方のご来場はお控えください。

ふりがな

氏  名

住  所

所  属
流  派



【新型コロナウイルス感染症拡大を予防するための承諾書】

出場選手・セコンド・保護者 ( 応援の為、来場される方 ) について、大会前 2週間における以下に
当てはまる方 ( 選手も含む ) は、大会への参加・来場をお断りさせていただきます。

2022 年 第 5 回白蓮会館佐賀県空手道選手権大会の付添人は、
選手 1 名につき 1 名のみです。

それ以外の方は体育館の入場はできません。

1. 平熱を超える発熱

2. せき・のどの痛みなどの風邪の症状

3. だるさ・息苦しさ

4. 臭覚・味覚の異常

5. 同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる

6. 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、地域等への渡航又は

     該当者との濃厚接触がある

◎試合を行っていない休憩時・ウオーミングアップや会話をする際にはマスクを着用してください。

◎こまめな手洗い・アルコール等による消毒を実施してください。

◎試合の観戦・ウオーミングアップ等、試合以外の時も周囲の人と距離は、必ずあけてください。

◎大会中の大きな声での会話・マスクを外しての応援等はお控えください。

◎ゴミは、各自でお持ち帰り下さい。

大会終了後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症または感染が判明した場合は主催道場に対して

速やかに報告してください。

大会施設利用者または職員から発症者または陽性者が発生した場合、特定期間にご来場されたすべての方

々に連絡を取る必要がある可能性があるため、主催者から連絡を取らせていただく場合があります。

［ 注意事項  ]

［ 万が一感染が発生した場合の対応について ]

別紙 2/2 の用紙にて各団体様ごとに出場選手並びに入場者の
氏名・住所・電話番号・前日又は当日朝の体温を記載し、

当日の受付時にご提出ください。
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氏　名

■ 新型コロナ感染症対策にご協力お願い致します。■

団体名

住　所 ご連絡先 前日 or 今朝の体温
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