
第4回 滋賀びわこ魂杯
                道場各位

　　　　　　　　　　　　令和4年　2月吉日
　　　　　　　　昇心塾　塾長　玉置　健一

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「第4回　滋賀びわこ魂杯空手道選手権大会」を開催する運びとなりました。

本大会は「第5回　J.A.Cジャパンアスリートカップ」指定大会となっております。

つきましては、大会申込書を送付いたしますので、ご検討の上よろしくお願いいたします。

ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、選手皆様の多数のご参加をお待ちしております。

　　　　記

■大会案内書・申込書
　※3/31(木)までにご返信いただくようお願いいたします。

■注意事項

■参加選手リスト

■新型コロナウイルス感染症に関する問診票
　※印鑑の捺印は忘れないようにお願いいたします。

■審判協力要請

日本空手道　昇心塾
今後は、ウェブ上でも最新の情報を 塾長　玉置　健一
お知らせさせていただきます。 〒521-1205

滋賀県東近江市躰光寺町955-2
https://www.syoushinjuku.com/ TEL：090-3494-1119

FAX：0748-42-6050

https://www.syoushinjuku.com/


　　　　　　　　　 　　　　 日本空手道　昇心塾　玉置　健一

　　　　※申し込み用紙に記入捺印の上、申し込み用紙と出場費用は現金書留にて、

　　　 　　各団体まとめて令和４年３月３１日(日)必着で上記住所までお送り願います。

　　　　※申し込み後は、いかなる理由があろうと一切の返金は致しません。

　　　　　　　　　 【一般クラス】　　　　 ６，０００円

　　　　　　　　　・貴重品は各自で管理してください。盗難、紛失の責任は負いません。

　　　　申し込み先　〒５２１-１２０５

　　　　　　　　　・判定による抗議は一切認めません。
　　　　　　　　　・選手、付き添い、応援等の方は大会スタッフの指示に従ってください。

　　　　　　　　　　 　　　 滋賀県東近江市躰光寺町９５５-２　℡　０９０-３４９４-１１１９

　　　　備考　　・WKO世界組手連盟試合規約により試合を実施いたします。　　
　　　　　　　　　 ※選手の呼び出しは致しません。

　　　　　　　　　・テーピングは原則認めません。
　　　　　　　　　 ※怪我等でテーピングが必要な選手は、医師の診断書を提出してください。

　　　　　表彰　　優勝　準優勝　第３位　※但し、参加人数により変更の可能性あり

　　　　　　　　　・本大会での食事の提供はありません。各自でご準備ください。

　　出場クラス　【初心クラス】　幼年 ～ 小学６年生（男女混合あり）　

　　　　　　　　　  【選抜クラス】　幼年（年中・年長混合）　小学１年生 ～ 高校生　男子・女子

　　出場費用 　【初心・初級クラス】　５，０００円
　　　　　　　　　 【選抜クラス】　　　　 ６，０００円

　　　　　　　　　　　５試合前には待機していただくようお願いいたします。

　　　　　　　　　  【初級クラス】　幼年～中学生（男女混合あり）　　

　　　　　　　　　  【一般クラス】　一般男子有級、一般男子・女子有段、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マスターズ（４０歳以上）男子・女子

　第4回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会

　　　　　主催　　日本空手道　昇心塾

　　　　　協力　　真国際武道空手道協会　　WKO世界組手連盟　　空牙連合会

　　試合規定　　WKO世界組手連盟に準ずる

　　開催日時　　令和４年５月１５日(日)　

　　開催場所　　おくのの運動公園

　　　　　住所　　滋賀県東近江市青山町７０　　℡：０７４９-４６-０２２７

　　アクセス　　 名神高速八日市インターから車で約１０分

WKO世界組手連盟　第５回J.A.C ジャパンアスリートカップ選抜指定大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　※開場・受付時間は出場人数により決まり次第、後日ご連絡いたします。



　（ ５ ）　小学２年生 男子の部

　（ ８ ）　小学３年生 女子の部

　（ １１ ）　小学５年生 男子の部

　（ １４ ）　小学６年生 女子の部

幼年　（　年中　・　年長　）　　小学　・　中学　・　高校　　　　　年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部

男

女
携帯

生年月日

　（ １９ ）　小学２年生　男子の部

　（ １６ ）　幼年　年長 男女混合　

　（ ２０ ）　小学２年生　女子の部　 　（ ２１ ）　小学３年生　男子の部 　（ ２２ ）　小学３年生 女子の部

　（ １７ ）　小学１年生　男子の部 　（ １８ ）　小学１年生　女子の部　

　（ １５ ）　幼年　年中　男女混合

　（ ３０ ）　中学生　女子の部

　（ ３２ ）　一般男子有級
　　　　　 　中量：75kg未満

　（ ２３ ）　小学４年生 男子の部　

　（ ２６ ）　小学５年生 女子の部

　（ ２４ ）　小学４年生 女子の部

氏名

昭和　　平成　　　　　年　　　　月　　　　日

（〒　　　　　　-　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
　　　【初心・初級クラス】

大会実行委員長　殿
私議、下記の通り相違なく本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。
また、本大会中における負傷、事故につきましては主催側にその責任の一切を問いません。

　　　　　　　　　　　　　（※スポーツ保険は出場選手各自でご加入ください）

現住所

※フリガナは必ずご記入してください。
　　　選手保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

道場責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フリガナ

℡

　（ ２７ ）　小学６年生 男子の部

　　年　　　　　ヶ月

学年

級段位 級　・　段　 帯色 色帯　

身長 cm　 体重 kg　 空手修行歴

年齢
大会当日時の年齢

　　　　　　　　　　歳

所属道場名 支部名

初
心

　（ １ ）　幼年　年中 男女混合 　（ ２ ）　幼年　年長 男女混合　

　（ ３ ）　小学１年生 男子の部 　（ ４ ）　小学１年生 女子の部

　（ ９ ）　小学４年生 男子の部　 　（ １０ ）　小学４年生 女子の部

　（ １２ ）　小学５年生 女子の部 　（ １３ ）　小学６年生 男子の部

　（ ６ ）　小学２年生 女子の部 　（ 7 ）　小学３年生 男子の部

　（ ２５ ）　小学５年生 男子の部

　（ ２８ ）　小学６年生 女子の部

大会入賞履歴
（過去１年間）

先生方からのコメント

　（ ３６ ）　マスターズ40歳以上
　　　　　 　女子軽量：55kg未満

（ ３７ ）　マスターズ40歳以上
　　　　　 女子軽量：55kg以上

初
級

該当クラスを
〇で囲んで

ください

　（ ３３ ）　一般男子有級
　　　　　 　重量：75kg以上

　（ ３４ ）　マスターズ40歳以上
　　　　　   男子軽量：75kg未満

　（ ３５ ）　マスターズ40歳以上
　　 　　　　男子重量：75kg以上

　（ ２９ ）　中学生　男子の部

　（ ３１ ）　一般男子有級
　　　　　 　軽量：65kg未満



幼年

　該当クラス
を

○で囲んで
ください

　（ ８０ ）マスターズ40歳以上
　　　　　 男子有段の部
　　　　　 軽量：75kg未満

　（ ８１ ）マスターズ40歳以上
　　　　　 男子有段の部
　　　　　 軽量：75kg以上

　（ ８２ ）マスターズ40歳以上
　　　　　 女子有段の部
　　　　　 軽量：55kg未満

　（ ８３ ）マスターズ40歳以上
　　　　　 女子有段の部
　　　　　 軽量：55kg以上

　　　第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
　　　　【選抜クラス】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

道場責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　選手保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　（ ４２ ）小学２年生 男子の部

　（ ３８ ）幼年　男子の部 　（ ３９ ）幼年　女子の部

　（ ４０ ）小学１年生 男子の部 　（ ４１ ）小学１年生 女子の部

　　年　　　　　ヶ月

級段位 級　・　段　 帯色 色帯　
年齢

大会当日時の年齢

　（ ６８ ）中学３年生 女子の部
　　　　　 軽量：50㎏未満

昭和　　平成　　　　　年　　　　月　　　　日

（〒　　　　　　-　　　　　　　　　）

幼年　（　年中　・　年長　）　　小学　・　中学　・　高校　　　　　年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部

大会入賞履歴
（過去１年間）

　（ ５８ ）中学１年生 男子の部
　　　　　軽量：50㎏未満

　（ ５９ ）中学１年生 男子の部
　　　　　 重量：50㎏以上

　（ ６０ ）中学１年生 女子の部
　　　　　 軽量：40㎏未満

　（ ６１ ）中学１年生 女子の部
　　　　　重量：40㎏以上

　（ ７３ ）高校生 女子の部
　　　　 　軽量：53kg未満

　（ ７４ ）高校生 女子の部
　　　　   重量：53kg以上

　（ ６４ ）中学２年生 女子の部
　　　　　 軽量：45㎏未満

　（ ６５ ）中学２年生 女子の部
　　　　　 重量：45㎏以上

　（ ６２ ）中学２年生 男子の部
 　　　　　軽量：55㎏未満

　（ ６３ ）中学２年生 男子の部
 　　　　　重量：55㎏以上

　（ ６６ ）中学３年生 男子の部
 　　　　　軽量：60㎏未満

　（ ７８ ）一般女子有段の部
　　　　　 軽量：55kg未満

　（ ７９ ）一般女子有段の部
　　　　　 重量：55kg以上

　（ ６７ ）中学３年生 男子の部
　　　　　 重量：60㎏以上

　（ ６９ ）中学３年生 女子の部
 　　　　　重量：50㎏以上

　（ ７０ ）高校生 男子の部
　　　　　 軽量：65kg未満

　（ ７１ ）高校生 男子の部
　　　　　 中量：75kg未満

　（ ７２ ）高校生 男子の部
　　　　   重量：75kg以上

　（ ５１ ）小学５年生 男子の部
 　　　　　重量：35㎏以上

　（ ４３ ）小学２年生 女子の部 　（ ４４ ）小学３年生 男子の部

　（ ５６ ）小学６年生 女子の部
　　　　　 軽量：40㎏未満

　（ ５７ ）小学６年生 女子の部
　　　　　 重量：40㎏以上

　（ ５２ ）小学５年生 女子の部
　　　　　 軽量：35㎏未満

　（ ５３ ）小学５年生 女子の部
　　　　　　重量：35㎏以上

　（ ５４ ）小学６年生 男子の部
 　　　　　軽量：40㎏未満

　（ ５５ ）小学６年生 男子の部
　　　　　重量：40㎏以上

　（ ４５ ）小学３年生 女子の部

　（ ４６ ）小学４年生 男子の部
       　　軽量：30㎏未満

　（ ４７ ）小学４年生 男子の部
　　　　　　重量：30㎏以上

　（ ４８ ）小学４年生 女子の部
 　　　　　軽量：30㎏未満

　（ ４９ ）小学４年生 女子の部
　　　　　 重量：30㎏以上

　（ ５０ ）小学５年生 男子の部
　　　　　  軽量：35㎏未満

身長 cm　 体重 kg　 空手修行歴

現住所

学年

所属道場名 支部名

大会実行委員長　殿
私議、下記の通り相違なく本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。
また、本大会中における負傷、事故につきましては主催側にその責任の一切を問いません。

　　　　　　　　　　　　　（※スポーツ保険は出場選手各自でご加入ください）

　（ ７５ ）一般男子有段の部
　　　　 　軽量：６５kg未満

　（ ７６ ）一般男子有段の部
　　　　　 中量：75kg未満

　（ ７７ ）一般男子有段の部
　　　　　 重量：75kg以上

小学生

中学生

高校生

フリガナ

男

女

生年月日

※フリガナは必ずご記入してください。

氏名

携帯

℡

一般

　　　　　　　　　　歳



【アップ】

【セコンド】
　・セコンドは１名のみで指定された席で応援してください。
　・必ずマスク及びフェイスシールドを着用し、飛沫防止の為大きな声での応援はお控えください。

【試合時間】※初心は上段なし

幼児　小学生

中学生

高校生

一般

マスターズ

【防具】

　　※フェイスシールドはメーカーは問いません。ヘッドガードの面を覆うもの（面の内側又は外側）を
　　　 各自でご用意してください。（フェイスシールドを着用したヘッドガード内でマスクをしても構いません）

　・チェストガード女子・男子幼児のみ(インナータイプ)は胸部のみガードするものとし、 腹にかからないものとする。

※　〇・・・着用義務　　　　△・・・着用自由（希望者のみ）　　　　×・・・着用不可

初心
初級

選抜
初心
初級

選抜
初心
初級

選抜
初心
初級

選抜
初心
初級

選抜
初心
初級

選抜

幼児 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ △

小学生 〇 △ 〇 〇 〇 〇
△

小３以上
義務

△
小３以上

義務

〇 〇
〇

小３以上
義務

〇
小３以上

義務

中学生 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高校生 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一般 △ △ 〇 × 〇 × △ △ 〇 〇 〇 〇

マスターズ △ △ △ △ 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇

２分

１分

延長

第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
WKO世界組手連盟　第５回J.A.C ジャパンアスリートカップ選抜指定大会

開催における注意事項

チェスト
ガード(女子)

　 チェックリストの提出がない場合は入場できません。※チェックリストは申し込み用紙に同封されています。

選抜

１分

１分

２分

　・女子のインナーTシャツは白色のみ着用を認めます。

    基礎疾患をお持ちの方は入場を控えてください。

    提出をお願いいたします。

　・サポーターは各自でご用意してください。
　・ヘッドガードにフェイスシールドを装着してください。

本線

１分３０秒

１分３０秒

１分３０秒

１分３０秒

１分

１分

１分

初心 初級 選抜 初心 初級

１分３０秒

１分３０秒

１分３０秒

２分

◆選抜クラス◆

　・体育館への入場は、選手1名につき、付き添い１名、大会関係者とさせていただきます。
　・来場者は必ずマスクを着用してください。
　・審判・スタッフを含め、重篤化の可能性が高い６５歳以上の高齢者、

　・選手及びご来場される方は必ず「新型コロナウイルス感染拡大防止に関するチェックリス

　・会場入口で手指消毒、検温後、チェックリストへ必要事項を記入し提出をお願いいたしま

　・指定の場所以外（廊下やロビーなど）でのアップは禁止します。

　・ヘッドガードは赤白の判別ができるもの（面付きに限る）を出場者が持参してください。
　・赤紐は各自でご用意してください。
　・防具、ヘッドガード、フェイスシールド、赤紐等の当日の販売、貸し出しはありません。

　・小学３年生以上の選手は、膝サポータの着用をお願いいたします。

　・セコンド以外、声を出しての応援は禁止します。

２分

１分

１分

ファール
カップ

【開会式】
　・開会式および閉会式は行いません。

【入場時】

ヘッドガード 拳
ｽﾈ
脛

ﾋｻﾞ
膝

◆初心・初級クラス◆
　・拳サポータは布製・皮製どちらでも可。オープンフィンガータイプ。

　・拳サポータは布製。高校生から皮制可

１分

３０秒１分３０秒

３０秒

３０秒



※個人の申込書とは別に集計し提出してください。

5,000円　　　　　　　　　　　名 合計　　　　　　　　　　　名

6,000円　　　　　　　　　　　名 参加費合計　　　　　　　　　　　　円

　　　　　参加者リストはご郵送の上、下記メールアドレスにご送信お願いいたします。

　　　　　　　　　　送信先：syousinjyuku@gmail.com

　　　　　※参加者リストは当ホームページよりダウンロードして下さい。

　　　　　※データの内容がそのままパンフレットに掲載されますので
　　　　　　入力内容にお間違いないようにご注意ください。

10 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

9 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

8 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

6 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

7 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

4 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

5 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

 初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

3 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

1 　男　・　女  初心・ 初級 ・ 選抜 　　　　　　　kg未満　・　以上

2 　男　・　女

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
参加者リスト

道場名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

学年
エントリー

性別
出場クラス 体重別

フリガナ

氏名



大会名称：　第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
　　　　　　　　WKO世界組手連盟　第５回J.A.C ジャパンアスリートカップ選抜指定大会

主催団体：日本空手道　昇心塾

開催日時：令和４年５月１５日(日)

主審 副審

団体名称：

代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

第４回　滋賀びわこ魂杯　空手道選手権大会
審判協力要請

スタッフ

団体代表者は手当なし、スタッフ・審判員には手当が支給されます。

各団体より審判員・スタッフのご協力をお願い致します。



大会を安全に開催するための問診になります。
体調不良など以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

　大会実行委員会殿
　私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催している事を理解し
　万が一私達(選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。

名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　  歳)　　    印

※大会当日に必ずご提出してください。
※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります。

住所：

電話番号：

　2.　風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどの痛み等がありますか？）

　3.　頭痛・下痢・嘔吐症状・味覚障害などがありますか？

　4.　家族の方で2週間以内に新型コロナウイルスに感染された方がいますか？

　5.　2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？

　6.　家族の方で発熱を伴う体調不良の人がいますか？

　7.　倦怠感が続く・疲れを感じやすい等、体調の異常がありませんか？

　8.　政府から入国制限、入国後の観察期間を必要としている国・地域等へ
　  　渡航した者や渡航者と接触したことがありますか？

　9.　65歳以上ですか？

確認項目

　1.　本日の体温（37.5℃以上の発熱は入場不可となります）

　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

新型コロナウイルス感染症に関する問診票
（選手用）

　　　　　　　　　　℃



大会を安全に開催するための問診になります。
体調不良など以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

　大会実行委員会殿
　私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催している事を理解し
　万が一私達(選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。

名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　  歳)　　    印

※大会当日に必ずご提出してください。
※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります。

住所：

電話番号：

　2.　風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどの痛み等がありますか？）

　3.　頭痛・下痢・嘔吐症状・味覚障害などがありますか？

　4.　家族の方で2週間以内に新型コロナウイルスに感染された方がいますか？

　5.　2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？

　6.　家族の方で発熱を伴う体調不良の人がいますか？

　7.　倦怠感が続く・疲れを感じやすい等、体調の異常がありませんか？

　8.　政府から入国制限、入国後の観察期間を必要としている国・地域等へ
　  　渡航した者や渡航者と接触したことがありますか？

　9.　65歳以上ですか？

確認項目

　1.　本日の体温（37.5℃以上の発熱は入場不可となります）

　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

新型コロナウイルス感染症に関する問診票(選手以外)
（先生・スタッフ・審判・付添）

　　　　　　　　　　℃


