
団体責任者各位 
Ｗ・Ｋ・Ｏ ジャパンアスリ－トカップ選抜大会 

2021 CHALLENGE SPIRIT CUP（CS CUP） 
関東ジュニア空手道選手権大会 ご案内 

 
 拝啓 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。 
 平素は格別のご指導、ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。 
 この度、緊急事態宣言の解除を受けまして「2021 CHALLENGE SPIRIT CUP (CS CUP) 関東Jr.空手道選

手権大会」を開催する運びとなりました。 
新型コロナウィルス感染が続く中ではございますが、感染防止対策に努めながら開催させていただく所存で

ございます。 
皆様方にはご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、選手の皆様方の多数のご参加とご協力、ご支援の程を

お願い申し上げます。 
敬具 

 
本大会は来年 1 月 30 日大阪にて開催予定の第４回ジャパンアスリ－トカップ本戦出場の選抜大会となります。 

【ジャパンアスリ－トカップ選抜資格】 
上級クラス出場者３名以下のト－ナメントの場合 ⇒ 優勝者の１名に出場権利が与えられます。 
上級クラス出場者４名以上のト－ナメントの場合 ⇒ 優勝者、準優勝者の２名に出場権利が与えられます。 
※繰上げはございません。 

 
記 

 
【開催日時】 令和３年１２月１９日（日） 開場・受付 8:45 予定 

※開会式、閉会式は行いません。 
※集計後、何部制かに分け時間を変更する場合がございます。その場合、各道場にご連絡します。 

 
【大会会場】 埼玉県吉川市総合体育館 大体育室 

埼玉県吉川市上笹塚 1 丁目 58-1  TEL048-982-6800 ※会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。 
 
【 主 催 】 特定非営利活動法人 真士会 
 
【 協 力 】 W・K・O 世界組手連盟 
 
【競技内容】 フルコンタクト空手ル－ル 
 
【参 加 費】 全クラス １人５，０００円 ※参加賞、お弁当はございません。 
 
【申込締切】 令和３年１１月６日（土）必着 
 
【申 込 先】 〒342-0005 埼玉県吉川市川藤 3582-5 真士会 CS CUP 事務局  ℡048-983-5408 
 

◎口座振込の場合・・参加費を下記口座へ振込後、申込書と総計表を申込先まで送って下さい。 
※振込手数料は各自でご負担下さい。 

 
【振込先】トクヒ）シンシカイ 
ゆうちょ銀行から送金の場合・・・・・・・・・・記号 10590 番号 93907791 
ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込の場合・・・店番 058 普通 口座番号 9390779 
※必ず団体名を明記して下さい。 

 
◎現金書留の場合・・・申込書、総計表、参加費を一括して申込先まで送って下さい。 

 
《お申込みされた費用は、いかなる理由があろうと返金しません》 

 
【問 合 先】 TEL 048-983-5408 団体代表者から空手道真士会（石橋）までお願いします。 

※ご案内書、参加申込書はコピ－をしてご配布下さい。 
※総計表は参加申込書と合わせてご送付下さい。 
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関東ジュニア空手道選手権大会 総計表 
 

【ご記入の上、申込書と合わせてご送付下さい】 
 

道場名 
 

 

 
メ－ルアドレス 
 

 

cs.shinshikai@gmail.com （ＣＳ ＣＵＰ専用メ－ルアドレスになります） 

団体名と代表者名（送信者）を明記して送信して頂いても構いません。 

その場合、メ－ルアドレス欄に送信済とご記入ください。 
 

初級クラス（無差別） 上級クラス（ＪＡＣ選抜） 

1. 幼年男女混合       名 13. 幼年男女混合（無差別）          名 

2. 小学 1年男女混合       名 14. 小学 1年男子（無差別）          名 

3. 小学 2年男女混合       名 15. 小学 1年女子（無差別）          名 

4. 小学 3年男女混合       名 16. 小学 2年男子（無差別）          名 

5. 小学 4年男子       名 17. 小学 2年女子（無差別）          名 

6. 小学 4年女子       名 18. 小学 3年男子（無差別）          名 

7. 小学 5年男子       名 19. 小学 3年女子（無差別）          名 

8. 小学 5年女子       名 20. 小学 4年男子 30kg 未満          名 

9. 小学 6年男子       名 21. 小学 4年男子 30kg以上          名 

10. 小学 6年女子       名 22. 小学 4年女子 30kg 未満          名 

11. 中学生男子       名 23. 小学 4年女子 30kg以上          名 

12. 中学生女子       名 24. 小学 5年男子 35kg 未満          名 

初級クラス合計参加人数       名 25. 小学 5年男子 35kg以上          名 

 26. 小学 5年女子 35kg 未満          名 

27. 小学 5年女子 35kg以上          名 

28. 小学 6年男子 40kg 未満          名 

29. 小学 6年男子 40kg以上          名 

30. 小学 6年女子 40kg 未満          名 

31. 小学 6年女子 40kg以上          名 

32. 中学男子 45kg 未満          名 

33. 中学男子 53kg 未満          名 

34. 中学男子 53kg 以上          名 

35. 中学女子 47kg 未満          名 

36. 中学女子 47kg 以上          名 

37. 高校男子 60kg 未満          名 

38. 高校男子 60kg以上          名 

39. 高校女子 52kg 未満          名 

40. 高校女子 52kg以上          名 

上級クラス(ＪＡＣ選抜)合計参加人数          名 

 

申込総合計人数 

合計金額 

初級合計人数     名 × ￥５，０００円   初級・上級合計人数           名 

上級合計人数     名 × ￥５，０００円      合計金額 ￥           円 
 


