
第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　開催にあたり

　日頃より各団体様にはお世話になっております。
　つきましては、「第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ」開催にあたり、別紙の通り「ご案内」を
　送付致しました。

　前回開催延期の影響で、「第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ」の出場資格者は、以下の通りと
　なります。（出場資格者の詳細は、『全日本ジュニアファイナルカップ公式HP』を、参照願います。）

　１．２０１９年１月開催の沖縄県大会～２０２０年２月開催の沖縄県大会迄の権利大会で既に権利を獲
得している選手。（前回までの出場資格者）

　２．２０２１年２月開催の沖縄県大会～２０２１年１０月３１日迄に開催される権利大会で権利を獲得
した選手。（今回新たに追加）

　３．上記　１．～２．の期間で権利を持っているにも関わらず、高校を卒業した選手には「ファイナル
クラス」を新設致します。（今回新たに追加）

※ 但し、参加クラスは、権利を獲得した時の学年と体重ではなく、試合当日の学年と体重での申し込
みとなります。

　今回も、新型コロナウイルス感染防止対策をふまえ、体育館や県からの要請に応える形で対策を行います。
　状況に応じて、完全な形での開催が困難な場合、以下のような対策（案）をとりながら開催する予定です。

　１．会場では、検温、アルコール消毒の上、選手も試合中以外は全員マスク着用と致します。

　２．開会式を簡素化致します。（選手は各試合時間（案）に合わせて各コートに集合）

　３．各試合時間（案）に合わせて選手は会場入りを行います。
（時間帯は案の為、仮です。確定し次第、連絡致します）

（１）　９時３０分～１２時００分 KARATE BATTLE KINGS 初級
（２）１２時３０分～１５時００分　 KARATE BATTLE KINGS 上級
（３）１５時３０分～１８時００分　 全日本ジュニア及び全日本男子

　４．表彰式は、クラス毎に決勝戦が終わり次第、各コートで行います。

　５．閉会式を簡素化します。

　６．対戦後の選手同士の握手は行いません。
（正面に礼、主審に礼、お互いに礼をしてコートから退出します）

　７．サポータ類は必ず各自のものを着用して下さい。
ヘッドガードの貸出はありません。衛生面を考慮して、各自の物を着用して下さい。
ヘッドガードは、全面にガード（樹脂素材、軽金属素材）があれば着用可能です。
ヘッドガードの色の指定はありません。（赤、白は選手の腰ひもで区別致します）
※ ヘッドガードは飛沫感染防止対策のため、各自、フェースシールドを取り付けて下さい。
　各自、万全に試合が出来るように事前に工夫して下さい。
　（フェースシールドは、『イサミ』や、『マーシャルワールド』でも購入可能です。）
※ ヘッドガード未着用のクラスは、マスク着用は任意とします。

　８．赤の腰ひもは、各自所有の物として準備をお願い致します。
赤コーナでの対戦の場合、着用します。（白の腰ひもは不要です）

　９．選手の誘導はありません。
各自、３試合前には必要なサポータを付けて、各コーナ（赤、白）で待機して下さい。
選手名が呼び出されても不在の場合には、失格となりますの十分注意して下さい。

　また、今回から、「第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会」と、
　「第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ」を、同時に開催する運びとなりました。
　そのため、「第１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ」の一般男子上級クラスは、
　一般男子中級クラスに変更致しました。

～　以上、宜しくお願い致します。
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関係各位 令和　３年１０月吉日
（社）国際空手道連盟　極真会館　世界総極真
　　　　　　　　　　代表　　大石　代悟
　　　大会実行委員長　　釘嶋　秀三

　拝啓　日々益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。
さて、この度、標記の通り、『第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会　（第２回 世界大会選考戦）』と、
『第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ』を、同時に開催する運びとなりました。
『第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ』は、総極真が指定した空手の大会（権利大会）で、上位入賞した少年少女達
が年に一度、決戦の地に集まり、日本一を決めるための全国大会となっております。
　また、『第２回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ』の出場権利を獲得する為の大会も同時に開催いたします。
大会名は『第１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ』となります。
　つきましては、下記の通り開催致しますので、幼年から大人まで、幅広い選手の方々にご参加して頂きたいと思い、ここに
お願い申し上げます。  敬具

【大会名】 第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会
第　１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ
第　１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ

【開催日】 令和　４年　２月　５日（土） 　９：００　開場 　９：３０　開会式

【会場】 横浜武道館２階アリーナ　（横浜市中区翁町２丁目９番地１０）

【主催】 （社）国際空手道連盟　極真会館　世界総極真

【試合クラス】 別紙　『出場申込書』を参照

【出場資格】 第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会
　⇒　出場は自由（一般男子無差別（１８歳以上、但し、高校生の出場は主催者側の選考となります））
第　１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ
　⇒　選抜大会で権利を獲得した選手（繰上げ権利も含む）
第　１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ
　⇒　出場は自由（第２回 極真 全日本ジュニアファイナルカップの選抜大会）

【添付資料】 別紙　『大会規則（試合時間・防具）』
別紙　『大会規則（試合ルール）』
別紙　『第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会　出場申込書』
別紙　『第　１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　出場申込書』
別紙　『第　１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ　出場申込書』
別紙　『大会会場までの地図』

【大会事務局】 〒２４３－００３６
神奈川県厚木市長谷１５４０－２６
世界総極真大会事務局（釘嶋道場）宛
ＴＥＬ　０９０－８９４６－６９４４

※お手数ですが、
　『出場申込み書』と、『参加費』は、現金書留にて、『大会事務局宛』に郵送願います。
　（各団体様一括で郵送願います。）

※『第　１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　申込者一覧』と、
 　『第　１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ　申込者一覧』の提出をお願い致します。
 　『全日本ジュニアファイナルカップ公式HP』より、ダウンロードして同HPのお問合せより、
　　メールにて送信をお願い致します。　（メールアドレス　s_kugishima@star.ocn.ne.jp）

※一旦納入された『参加費』に関しましては、いかなる理由があろうとも返金されません。
　但し、『自然災害や緊急事態宣言』などにより会場が利用できないなど、やむを得なく大会延期、又は、
　中止となる場合があります。大会延期、又は、中止の場合、大会開催日まで、残り１カ月を過ぎた時点
　であれば、半額のみの返金となります。
　それ以外は、事務手数料１,０００円を差し引いた金額を返金させて頂きます。

【参加費】 第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会 ・・・ １５,０００円
（前回半額返金者は、２,０００円、または、１,０００円減額となります）
第　１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ ・・・ １０,０００円
（前回半額返金者は、２,０００円減額し、８,０００円となります。）
第　１回 極真 ＫＡＲＡＴＥ ＢＡＴＴＬＥ ＫＩＮＧＳ ・・・ 　６,０００円
（前回半額返金者は、１,０００円減額し、５,０００円となります。）

【申込締切日】 令和　３年１１月１９日（金曜）必着を以って有効と致します。
～　以上



大会規則（試合時間・防具）

● 試合時間と防具 〇 必須 × 不可 △ 任意

クラス

試合時間 防具

本戦 延長 再延長
最終延長
（マスト）

ヘッド
ガード

拳
サポータ

すね
サポータ

ひざ
サポータ

ファール
カップ

胸
サポータ

全
日
本

無
差
別

一般男子準々決勝まで ２分 ２分 無し
体重判定

２分
× × × × ○ ×

一般男子準決勝以降 ３分 ２分 ２分
体重判定

２分
× × × × ○ ×

全
日
本
ジ
ュ
ニ
ア

フ
ァ
イ
ナ
ル

幼年 １分 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×

小学生 １分３０秒 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
△女子

中学生 １分３０秒 １分 無し １分 △ ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
△女子

高校生（卒業生含む） ２分 １分３０秒 無し １分３０秒 △ ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
〇女子

K
A
R
A
T
E
 
B
A
T
T
L
E
 
K
I
N
G
S

初
級

幼年 １分 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×

小学生 １分３０秒 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
△女子

中学生 １分３０秒 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
△女子

高校生 １分３０秒 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
〇女子

一般 １分３０秒 １分 無し １分 × ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
〇女子

シニア／マスターズ １分３０秒 １分 無し １分 × ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
〇女子

選
抜
上
級

幼年 １分 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×

小学生 １分３０秒 １分 無し １分 ○ ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
△女子

中学生 １分３０秒 １分 無し １分 △ ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
△女子

高校生 ２分 １分３０秒 無し １分３０秒 △ ○ ○ ○
○男子
△女子

×男子
〇女子

上
級

一般（男子中級）
一般（女子上級）

２分 １分３０秒 無し １分３０秒 ×
×男子
○女子

×男子
○女子

×男子
△女子

○男子
△女子

×男子
〇女子

シニア／マスターズ １分３０秒 １分 無し １分 × ○ ○ △
○男子
△女子

×男子
〇女子

★ヘッドガード任意のクラスで、片方の選手のみヘッドガードを着用している場合、双方の選手がヘッドガードを着用する事。
★防具類は全て各自所有の物を使用して下さい。（新型コロナウイルス感染防止対策のため、貸し借りは禁止とします。）
★胸サポータは、プラスチック製のものや、イサミ製のL-8303 インナーチェストより硬質なものは、使用禁止とします。
★全日本（一般男子）は体重判定を行い、体重差１０kg以上は軽い選手の勝ち。差が無い場合、最終延長戦によるマストシステムでの決着となります。
★全日本（一般男子）以外の全クラスは、体重判定を行わず、最終延長戦はマストシステムでの決着となります。

● 選手が用意する物

【拳サポータ】　各自所有の物を使用 【ひざサポータ】　各自所有の物を使用

　　　　①　　　　　　　　② 　　　　①　　　　　　　　②

①布製は使用可能　※１ ①ひざのみのガードであれば使用可能
②革製や合皮製のものは、全て使用禁止 ②ひざ以外（太ももなど）のガードがあれば全て使用禁止

【すねサポータ】　各自所有の物を使用 【ヘッドガード】　各自所有の物を使用 ※飛沫感染防止対策のため
　　ヘッドガードの前面に
　　フェースシールドを着用。
　　または、マスク着用
　　ヘッドガード未着用のクラス

　　　①　　　　　　②　　　　　　③ 　　　①　　　　　　②　　　　　　③ 　　は、マスク着用は任意。
①布製であれば、使用可能（ソックスタイプ式）　※１ ①前面にガード（樹脂素材）があれば使用可能
②布製であれば、使用可能（マジックテープ式）　※1 ②前面にガード（軽金属素材）があれば使用可能
③革製や合皮製のものは全て使用禁止 ③前面にガードが無ければ全て使用禁止

【胸サポーター】　各自所有の物を使用 【ファールカップ】　各自所有の物を使用

★特に規定はありません

【赤の腰ひも】　各自所有の物を使用
　　　①　　　　　　②　　　　　　③

①胸部のみであれば硬質、ウレタン共に使用可能 ★赤コーナでの対戦の場合、着用します　（白の腰ひもは不要です）
②胸部以外にかかるものは全て使用禁止
③胸部のみの適正サイズであれば使用可能 ※１　拳サポータ、すねサポータが極端に薄くなっている場合は使用禁止



大会規則（試合ルール）

● 一本勝ち
①反則箇所を除く部分への攻撃で３秒以上ダウンさせるか、３秒以上戦意を喪失させた時。
②技あり２本で一本勝ち。

● 技あり
①反則箇所を除く部分への攻撃で一時的にダウンさせるか、一時的に戦意を喪失させた時。
②足掛け技で転倒させタイミング良く倒れた相手に下段突きを決めた時。

● 判定優先順位（審判５人の場合、３人以上が認めた場合有効。　審判３人の場合、２人以上が認めた場合有効。）
一本勝ち　＞　技あり　＞　ダメージ　＞　有効打　＞　攻撃数　＞　積極性

● 反則による「注意、減点、失格」の推移と判定優先順位

反則１ 反則２ 反則３ 反則４

注意１
注意２

（減点１）
注意３

注意４
（減点２で失格）

技あり　＞　注意３

● 反則
①手技による首から上へ（首含む）の攻撃。
②金的蹴り。
③頭突き。
④倒れている相手に当てる攻撃。
⑤背後からの攻撃。
⑥掌底押し・正拳押し・つかみ・投げ・手掛け・クリンチ。
⑦技のかけ逃げ。（蹴ってすぐ倒れる事を繰り返した場合）
⑧何度も場外へ逃げた場合。
⑨頭や胸などを故意にあわせている場合。
⑩その他、審判が特に反則とみなした場合。
⑪反則には悪意なものを除き注意が与えられる。
　　悪意と判断した場合は減点・失格もありうる。（応援も含む）

● 失格
①注意４となった場合。
②審判の指示に従わない時。
③試合時間に遅れた時。
④粗暴な振る舞いや悪質な試合態度とみなされた時。
⑤応援態度が悪質とみなされた場合にも失格となりうる事がある。
⑥規定体重を超えていた場合。

● 禁止事項
①判定に対する抗議は一切認めない。
②怪我によるテーピングは大会医師の指示に従い検印をうける。
　　検印が無い場合は取り外しとなります。

● 着衣
①ファールカップはズボンの内側に着用する事。
②男子のＴシャツは禁止。
③帯留めは任意。
④ゼッケンは道着の背中に取れないように張り付ける事。
⑤ヘアピンなどの使用は禁止、派手なヘアゴムの使用も禁止。
⑥審判員が不可とみなしたものは身体から外す事。　（眼鏡、時計、アクセサリなど）

● 表彰対象（極真 全日本ジュニアファイナルカップの場合）
出場人数
　　２人 ・・・ 優勝のみ
　　３人以上　７人以下 ・・・ 優勝・準優勝
　　８人以上１５人以下 ・・・ 優勝・準優勝・三位
　１６人以上 ・・・ 優勝・準優勝・三位・四位

● 注意事項
①試合中の負傷、事故が生じた場合は、主催者側の責任は一切負わないものとする。
　　各道場での「スポーツ保険」への加入をお勧めします。
②各クラスの参加人数が規定に満たない場合は、中止または、クラス統合となる場合があります。
③大会当日、計量の体重が各クラスの基準を超えている場合、全試合で注意１、または、減点１からのスタート、もしくは、失格に
　　なります。（成長期の選手は、体重増加を見込んでの参加をお願致します。）
　　１ｋｇ未満 ・・・ 全試合で注意１からのスタート
　　１～２ｋｇ未満 ・・・ 全試合で減点１からのスタート
　　３ｋｇ以上 ・・・ 失格
④お弁当の支給はありません。（体調管理のため、選手の方々は各自持参をお願い致します）



第５１回 オープン トーナメント 全日本空手道選手権大会　出場申込書

大会実行委員長　殿 （写真は２枚必要です。）

私は、本大会のルールに従って、正々堂々と戦うことを誓います。 写真（のりつけ）
（縦４ｃｍ　横３ｃｍ）

photo

万一、大会開催中に負傷及び事故があった場合、主催者側にその責任の一切を問いません。

開催日 令和　４年　２月　５日　（土）
場　所 横浜武道館２階アリーナ　（横浜市中区翁町２丁目９番地１０） 選手単身胸から上の写真

主　催 （社）国際空手道連盟　極真会館　世界総極真　 裏面に氏名と

参加費 　①　１５，０００円 　参加費（必須）
　①～③
　のいずれかを記入→

出場クラスを記入

　②　１４，０００円　（前回KBKで半額返金者） 　１枚は貼り付け
　１枚は用紙にクリップ留
　　　　　　（必須）

　③　１３，０００円　（前回全日本Jrで半額返金者）

申込締切日 令和　３年１１月１９日　（金）　必着
※ 出場する選手は虚偽のないように正確に記入して下さい。（記入ミスが無い事を確認して提出して下さい）

申込日 令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　本人または
　　　保護者氏名（必須）

印

フリガナ 生年月日 年齢

選手氏名
（必須）

　昭和 ・ 平成 年 月 日 才

住所

〒

　
TEL

段/級
（必須）

段　級 修行年数 年　　　　　　　ヶ月

身長  cm 体重（必須） Kg

大会
入賞歴

過去２年間で３個まで記入　（有力選手の場合、シード権が優先的に与えられる場合があります）

大会名 順位

大会名 順位

大会名 順位

フリガナ

所属道場名
（必須）

代表者名
（必須）

代表者住所
（必須）

〒

　
TEL

クラス

一般男子無差別
（１８歳以上、但し、高校生の出場は主催者側の選考となります）

（必須）　項目が未記入の場合は申込受付は致しません。



第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　出場申込書

大会実行委員長　殿 （写真は２枚必要です。）

私は、本大会のルールに従って、正々堂々と戦うことを誓います。 写真（のりつけ）
（縦４ｃｍ　横３ｃｍ）

photo

万一、大会開催中に負傷及び事故があった場合、主催者側にその責任の一切を問いません。

開催日 令和　４年　２月　５日　（土）
場　所 横浜武道館２階アリーナ　（横浜市中区翁町２丁目９番地１０） 選手単身胸から上の写真

主　催 （社）国際空手道連盟　極真会館　世界総極真 裏面に氏名と

参加費 　①　１０，０００円 　参加費（必須）
　①、または、②を記入→

出場クラスを記入

　②　　８，０００円　（前回半額返金者） 　１枚は貼り付け
　１枚は用紙にクリップ留
　　　　　　（必須）

申込締切日 令和　３年１１月１９日　（金）　必着
※ 参加希望クラスは、現在の年齢（学年）、体重に応じたクラスでの申し込みとなりますのでご注意願います。

※ 出場する選手は虚偽のないように正確に記入して下さい。（記入ミスが無い事を確認して提出して下さい）

申込日 令和　　　　年　　　　月　　　　日 保護者氏名（必須） 印

フリガナ 男

女

　昭和 ・ 平成 年 月 日 生まれ

選手氏名
（必須）

年小 ・ 年中 ・ 年長　
小学 ・ 中学 ・ 高校

年生  年齢 才

住所

〒

　
TEL

段/級
（必須）

段　級 修行年数 年　　　　　　　ヶ月

身長  cm 体重（必須） Kg

選抜大会
戦歴記載
（必須）

３個まで記入可能　（順位は、入賞ではない上位４位までの場合は、「ベスト４」　繰上りの場合は、「繰上り」　と記入）

大会名 順位

大会名 順位

大会名 順位

フリガナ

所属道場名
（必須）

代表者名
（必須）

代表者住所
（必須）

〒

　
TEL

参加希望クラスのNoと（必須）
クラス名を記入して下さい→ No クラス名

No クラス名
参加条件

No クラス名
参加条件

体重 年齢など 体重 年齢など

1 幼年（男女混合） 無差別 20 中学１年生女子 軽量 ４５ｋｇ未満 中学１年のみ

2 小学１年生女子 無差別 21 中学１年生女子 重量 ４５ｋｇ以上 中学１年のみ

3 小学１年生男子 無差別 22 中学１年生男子 軽量 ５０ｋｇ未満 中学１年のみ

4 小学２年生女子 無差別 23 中学１年生男子 重量 ５０ｋｇ以上 中学１年のみ

5 小学２年生男子 無差別 24 中学２・３年生女子 軽量 ５０ｋｇ未満 中学１～３年

6 小学３年生女子 無差別 25 中学２・３年生女子 重量 ５０ｋｇ以上 中学１～３年

7 小学３年生男子 無差別 26 中学２・３年生男子 軽量 ５５ｋｇ未満 中学１～３年

8 小学４年生女子 軽量 ３２ｋｇ未満 27 中学２・３年生男子 重量 ５５ｋｇ以上 中学１～３年

9 小学４年生女子 重量 ３２ｋｇ以上 28 高校生女子 軽量 ５２ｋｇ未満 高校１～３年

10 小学４年生男子 軽量 ３２ｋｇ未満 29 高校生女子 重量 ５２ｋｇ以上 高校１～３年

11 小学４年生男子 重量 ３２ｋｇ以上 30 高校生男子 軽量 ６５ｋｇ未満 高校１～３年

12 小学５年生女子 軽量 ３６ｋｇ未満 31 高校生男子 重量 ６５ｋｇ以上 高校１～３年

13 小学５年生女子 重量 ３６ｋｇ以上 32 ファイナルクラス女子 軽量 ５２ｋｇ未満 高校卒業

14 小学５年生男子 軽量 ３６ｋｇ未満 33 ファイナルクラス女子 重量 ５２ｋｇ以上 高校卒業

15 小学５年生男子 重量 ３６ｋｇ以上 34 ファイナルクラス男子 軽量 ６５ｋｇ未満 高校卒業

16 小学６年生女子 軽量 ４２ｋｇ未満 35 ファイナルクラス男子 重量 ６５ｋｇ以上 高校卒業

17 小学６年生女子 重量 ４２ｋｇ以上

18 小学６年生男子 軽量 ４２ｋｇ未満

19 小学６年生男子 重量 ４２ｋｇ以上

（必須）　項目が未記入の場合は申込受付は致しません。



第１回 極真 KARATE BATTLE KINGS　出場申込書
　【第２回　極真　全日本ジュニアファイナルカップ　選抜大会】

大会実行委員長　殿 （写真は１枚でＯＫです。）

私は、本大会のルールに従って、正々堂々と戦うことを誓います。 写真（のりつけ）
（縦４ｃｍ　横３ｃｍ）

photo

万一、大会開催中に負傷及び事故があった場合、主催者側にその責任の一切を問いません。

開催日 令和　４年　２月　５日　（土）
場　所 横浜武道館２階アリーナ　（横浜市中区翁町２丁目９番地１０） 選手単身胸から上の写真

主　催 （社）国際空手道連盟　極真会館　世界総極真　釘嶋道場 裏面に氏名と

参加費 　①　６，０００円 　参加費（必須）
　①、または、②を記入→

出場クラスを記入

　②　５，０００円　（前回半額返金者）

　　　　　　（必須）申込締切日 令和　３年１１月１９日　（金）　必着
※ No　１～２３　は、第２回 極真　全日本ジュニアファイナルカップの選抜クラスとなります。

※ 出場する選手は虚偽のないように正確に記入して下さい。（記入ミスが無い事を確認して提出して下さい）

申込日 令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　本人または
　　　保護者氏名（必須）

印

フリガナ 男

女

　昭和 ・ 平成 年 月 日 生まれ

選手氏名
（必須）

年小 ・ 年中 ・ 年長　
小学 ・ 中学 ・ 高校

年生  年齢 才

住所

〒

　
TEL

段/級
（必須）

段　級 修行年数 年　　　　　　　ヶ月

身長  cm 体重（必須） Kg

大会
入賞歴

過去２年間で３個まで記入　（有力選手の場合、シード権が優先的に与えられる場合があります）

フリガナ

所属道場名
（必須）

代表者名
（必須）

代表者住所
（必須）

〒

　
TEL

参加希望クラスのNoと（必須）
クラス名を記入して下さい→ No クラス名

No クラス名
参加条件

No クラス名
参加条件

体重 年齢など 段／級（帯） 体重 年齢など 段／級（帯）

1 幼年（男女混合） 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 30 シニア男子軽量 上級 ７５ｋｇ未満 ３８歳以上 無級（白帯）～

2 小学１年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 31 シニア男子重量 上級 ７５ｋｇ以上 ３８歳以上 無級（白帯）～

3 小学１年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 32 マスターズ女子 上級 無差別 ４８歳以上 無級（白帯）～

4 小学２年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 33 マスターズ男子 上級 無差別 ４８歳以上 無級（白帯）～

5 小学２年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 34 幼年（男女混合） 初級 無差別 ７級（青帯）迄

6 小学３年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 35 小学１年生女子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

7 小学３年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 36 小学１年生男子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

8 小学４年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 37 小学２年生女子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

9 小学４年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 38 小学２年生男子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

10 小学５年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 39 小学３年生女子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

11 小学５年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 40 小学３年生男子 初級 無差別 ７級（青帯）迄

12 小学６年生女子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 41 小学４年生女子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

13 小学６年生男子 選抜上級 無差別 無級（白帯）～ 42 小学４年生男子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

14 中学１年生女子 選抜上級 無差別 中学１年のみ 無級（白帯）～ 43 小学５年生女子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

15 中学１年生男子 選抜上級 無差別 中学１年のみ 無級（白帯）～ 44 小学５年生男子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

16 中学生女子軽量 選抜上級 ５０ｋｇ未満 中学１～３年 無級（白帯）～ 45 小学６年生女子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

17 中学生女子重量 選抜上級 ５０ｋｇ以上 中学１～３年 無級（白帯）～ 46 小学６年生男子 初級 無差別 ５級（黄帯）迄

18 中学生男子軽量 選抜上級 ５５ｋｇ未満 中学１～３年 無級（白帯）～ 47 中学１年生女子 初級 無差別 中学１年のみ ５級（黄帯）迄

19 中学生男子重量 選抜上級 ５５ｋｇ以上 中学１～３年 無級（白帯）～ 48 中学１年生男子 初級 無差別 中学１年のみ ５級（黄帯）迄

20 高校生女子軽量 選抜上級 ５２ｋｇ未満 高校１～３年 無級（白帯）～ 49 中学生女子 初級 無差別 中学１～３年 ５級（黄帯）迄

21 高校生女子重量 選抜上級 ５２ｋｇ以上 高校１～３年 無級（白帯）～ 50 中学生男子 初級 無差別 中学１～３年 ５級（黄帯）迄

22 高校生男子軽量 選抜上級 ６５ｋｇ未満 高校１～３年 無級（白帯）～ 51 高校生女子 初級 無差別 高校１～３年 ５級（黄帯）迄

23 高校生男子重量 選抜上級 ６５ｋｇ以上 高校１～３年 無級（白帯）～ 52 高校生男子 初級 無差別 高校１～３年 ５級（黄帯）迄

24 一般女子軽量 上級 ５５ｋｇ未満 １６歳以上 無級（白帯）～ 53 一般女子 初級 無差別 １６歳以上 ５級（黄帯）迄

25 一般女子重量 上級 ５５ｋｇ以上 １６歳以上 無級（白帯）～ 54 一般男子 初級 無差別 １６歳以上 ５級（黄帯）迄

26 一般男子軽量 中級 ７５ｋｇ未満 １６歳以上 １級（茶帯）迄 55 シニア女子 初級 無差別 ３８歳以上 ５級（黄帯）迄

27 一般男子重量 中級 ７５ｋｇ以上 １６歳以上 １級（茶帯）迄 56 シニア男子 初級 無差別 ３８歳以上 ５級（黄帯）迄

28 シニア女子軽量 上級 ５５ｋｇ未満 ３８歳以上 無級（白帯）～ 57 マスターズ女子 初級 無差別 ４８歳以上 ５級（黄帯）迄

29 シニア女子重量 上級 ５５ｋｇ以上 ３８歳以上 無級（白帯）～ 58 マスターズ男子 初級 無差別 ４８歳以上 ５級（黄帯）迄

（必須）　項目が未記入の場合は申込受付は致しません。　　※元有段者・上級者など、初級には出場できません。



大会会場までの地図

会場 ： 横浜武道館２階アリーナ

住所 ： 〒231-0028　横浜市中区翁町２丁目９番地１０

アクセス ： 電車 ＪＲ京浜東北／根岸線
　 関内駅南口下車　徒歩６分

横浜市営地下鉄
伊勢佐木長者町駅下車　徒歩４分 

車 駐車場は、近隣のコインパーキングをご利用下さい。

横浜武道館（ここです！！）

問合せ ： ０９０－８９４６－６９４４　（釘嶋）



第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　申込者一覧

No 選手氏名 ふりがな 性別 年齢 学年 段／級
修行
年数

身長 体重 入賞歴 所属道場 代表者名
出場クラス

クラス
No

クラス
名

例 全日本　小太郎 ぜんにほん　こたろう 男 7 小１ ７級 0 年 10 ヶ月 125 25 神奈川県大会優勝/兵庫県大会優勝/静岡県大会３位全日本空手塾 全日本　太郎 3 小学１年生男子

1 年 ヶ月 #N/A

2 年 ヶ月 #N/A

3 年 ヶ月 #N/A

4 年 ヶ月 #N/A

5 年 ヶ月 #N/A

6 年 ヶ月 #N/A

7 年 ヶ月 #N/A

8 年 ヶ月 #N/A

9 年 ヶ月 #N/A

10 年 ヶ月 #N/A

11 年 ヶ月 #N/A

12 年 ヶ月 #N/A

13 年 ヶ月 #N/A

14 年 ヶ月 #N/A

15 年 ヶ月 #N/A

16 年 ヶ月 #N/A

17 年 ヶ月 #N/A

18 年 ヶ月 #N/A

19 年 ヶ月 #N/A

20 年 ヶ月 #N/A

21 年 ヶ月 #N/A

22 年 ヶ月 #N/A

23 年 ヶ月 #N/A

24 年 ヶ月 #N/A

25 年 ヶ月 #N/A

　　※「第１回 極真 全日本ジュニアファイナルカップ　申込者一覧」

　　　　の提出をお願い致します。          

　　　「全日本ジュニアファイナルカップ公式HP」より、ダウンロード

　　　　して同HPのお問合せより、メールにて送信をお願い致します。 

　　　　　　　メール　s_kugishima@star.ocn.ne.jp



第１回 極真 KARATE BATTLE KINGS　申込者一覧

No 選手氏名 ふりがな 性別 年齢 学年 段／級
修行
年数

身長 体重 入賞歴 所属道場 代表者名
出場クラス

クラス
No

クラス
名

例 横浜　小次郎 よこはま　こじろう 男 7 小１ ７級 10 年 10 ヶ月 125 25 神奈川県大会優勝/兵庫県大会優勝/静岡県大会３位横浜空手塾 横浜　次郎 3 小学１年生男子　選抜上級

1 年 ヶ月 #N/A

2 年 ヶ月 #N/A

3 年 ヶ月 #N/A

4 年 ヶ月 #N/A

5 年 ヶ月 #N/A

6 年 ヶ月 #N/A

7 年 ヶ月 #N/A

8 年 ヶ月 #N/A

9 年 ヶ月 #N/A

10 年 ヶ月 #N/A

11 年 ヶ月 #N/A

12 年 ヶ月 #N/A

13 年 ヶ月 #N/A

14 年 ヶ月 #N/A

15 年 ヶ月 #N/A

16 年 ヶ月 #N/A

17 年 ヶ月 #N/A

18 年 ヶ月 #N/A

19 年 ヶ月 #N/A

20 年 ヶ月 #N/A

21 年 ヶ月 #N/A

22 年 ヶ月 #N/A

23 年 ヶ月 #N/A

24 年 ヶ月 #N/A

25 年 ヶ月 #N/A

　　※「第１回 極真 KARATE BATTLE KINGS　申込者一覧」

　　　　の提出をお願い致します。          

　　　「全日本ジュニアファイナルカップ公式HP」より、ダウンロード

　　　　して同HPのお問合せより、メールにて送信をお願い致します。 

　　　　　　　メール　s_kugishima@star.ocn.ne.jp


