
第 27 回近畿空手道選手権大会

大会要項

【日時】　令和 3年 10 月 31 日（日）　

【会場】　〒563-8585 大阪府池田市伏尾町 128-1　不死王閣
【クラス】　

初級クラス（入賞経験なし）　幼年～中学生　男女別

中級クラス ( 入賞経験あり）　幼年～中学生　男女別

一般クラス　体重別　初級（白帯～ 4級程度）　中級（1級まで）　上級　

【試合規約】　別紙参照

第 16 回近畿マスターズ空手道選手権大会
【クラス】　

初級クラス　体重別　（白帯 ~4 級程度）　35 才以上

中・上級クラス (40 才以上は黒帯可）　　

【試合規約】　別紙参照

第 2 回ジャパンアスリートカップ近畿予選大会
【日時】　令和 3年 10 月 31 日（日）　

【会場】　〒563-8585 大阪府池田市伏尾町 128-1　不死王閣

本大会は第 4回ジャパンアスリートカップ選抜大会となります。

≪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。 

【試合規約】　別紙参照

【参加費】全クラス 6,000 円　【締切】9 月 30 日必着

【申込先】〒664-0020　兵庫県伊丹市寺本東 2-5-18

聖武会館大会事務局　TEL 0798-23-0071 FAX 0798-23-0098　

 申込後、参加料の返金は出来ませんので御了承ください。

（注）感染症の流行や天災により開催できない場合は開催1ヶ月前100％　2週間前80％　2週間以内は50％返金します
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【WEB 申込】当館ホームページよりエクセルテンプレートをダウンロードして

各道場一括でメールにて送付してください。MAIL：seibukaihi@gmail.com

参加費振込先　楽天銀行　ドラム支店（213）　普通 1141524
※WEB 申込に限り振込手数料　当館負担

各道場一括で現金書留にてご郵送ください

駐車場　1,000 円 /1 日

駐車場　1,000 円 /1 日

当日計量のみ

当日計量のみ



試合規約

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
初級 〇 〇 〇 〇 × ×
中級 〇 任意 〇 〇 × ×
上級 × × × 〇 × 〇

幼年~中学生 〇 〇 × 〇 任意 ×

近畿空手道選手権大会
【試合時間】
ジュニアクラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム
一般クラス　　　本戦 2分→延長 1分　マストシステム

【防具】

近畿マスターズ空手道選手権大会
【試合時間】
マスターズクラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム

【防具】

【防具】

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
初級 〇 任意 〇 〇 × ×
中上級 〇 任意 〇 〇 × ×

ジャパンアスリートカップ近畿選抜大会
【試合時間】
全クラス　本戦 1分３０秒→延長 1分　マストシステム

手足サポーター ヘッドガード 膝サポーター ファウルカップ 胸部サポーター 上段膝蹴り
幼年~小2 〇 任意 × 〇 × ×
小3~小6 〇 任意 〇 〇 × ×
中学以上 〇 任意 〇 〇 × 〇
女子 〇 任意 小学3年生以上 〇 小学3年生以上 ×

※全試合　マスク及びシールド着用義務予定　コロナ感染対策は事前に案内いたします。



第 27 回近畿空手道選手権大会

第16回近畿マスターズ空手道選手権大会

第 2回ジャパンアスリートカップ近畿選抜大会

参加申込用紙
【開催日】令和 3年 10 月 31 日（日）　　　　　【会場】

指導者コメント

ふりがな

氏名
性
別男・女

生年月日
昭和　　　平成

年　　　　月　　　　日　　　歳

学年

所属道場名

住所 〒 連絡先

身長 cm 体重 kg 修行年数 約　　年 最高入賞歴
大会名　　　　　　　　　　　　　　　　　順位

     近畿大会ジュニア   クラス選択         □初級　　　　□中級

Ｊ・Ａ・Ｃ選抜

近畿大会一般部

□幼年の部 　 □小学 1年生　男子 女子  　□小学 2 年生　男子　女子   　 □小学 3年生　男子　女子    

□小学 4年生 男子　女子    □小学 5年生　男子　女子    □小学 6 年生　男子　女子    □中学 1 年生 　 -45kg  男子    

□中学 1年生　　+45kg　男子   □中学 2,3 年生　-50kg　男子　　□中学 2,3 年生　+50kg　男子  

□中学 1年生　  -43kg  女子　□中学 1年生  　+43kg　女子 □中学 2,3 年生　-48kg　女子□中学 2,3 年生  +48kg　女子

□65kg 未満クラス　□75kg 未満クラス　□75kg 以上クラス　　

１部

□70kg 未満クラス　□70kg 以上クラス

□幼年の部 　  　      □小学 1年生　男　女 　□小学 2年生　男　女 　□小学 3年生　男　女 　□小学 4年 -30kg 男子

□小学 4年 +30kg 男子 　□小学 5年 -35kg 男子　 □小学 5年 +35kg 男子 　□小学 6年 -40kg 男子 　□小学 6年 +40kg 男子

□小学 4年 -30kg 女子 　□小学 4年 +30kg 女子 　□小学 5年 -35kg 女子　 □小学 5年 +35kg 女子 　□小学 6年 -40kg 女子 

□小学 6年 +40kg 女子 　□中学 1年 -50kg 男子 　□中学 1年 +50kg 男子　 □中学 2年 -55kg 男子 　□中学 2年 +55kg 男子

□中学 3年 -60kg 男子 　□中学 3年 +60kg 男子 　□中学 1年 -40kg 女子　 □中学 1年 +40kg 女子 　□中学 2年 -45kg 女子

□中学 2年 +45kg 女子 　□中学 3年 -50kg 女子 　□中学 3年 +50kg 女子 　□高校生 -55kg 男子     □高校生 -65kg 男子

□高校生 -75kg 男子　　 □高校生 -75kg 男子     □高校生 -45kg 女子     □高校生 -55kg 女子     □高校生 +55kg 女子

　　クラス選択    □初級　　□中級　　□上級

3 部

近畿大会マスターズ クラス選択    □初級　　　　□中上級

申込先 〒664-0020　兵庫県伊丹市寺本東 2-5-18
聖武会館大会事務局　TEL　0798-23-0071　FAX　0798-23-0098
seibukaihi@gmail.com

2021 年 9月 30 日必着

※小学生クラスは男子か女子どちらかに〇をしてください　出場クラスに☑してください。

2 部

〒563-8585 大阪府池田市伏尾町 128-1
不死王閣
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