
　拝啓、陽春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は勇心会館の活動に格別のご厚情ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、青少年の健全育成、流派間の交流、試合技術の向上を目的に「第12回勇心杯空手道選手権大会」を、2年ぶりに
下記の要綱で開催する運びとなりました。今回は、中国・四国地方限定での募集とさせて頂きます。
　なお、今大会も宮野道場主管の2022年度リアルチャンピオンシップの選抜大会も兼ねております。（選抜対象クラス
は別紙、申し込み用紙のご確認をよろしくお願い致します。）
　本大会趣旨にご理解・ご賛同を賜り、貴団体からもふるってご参加下さいますようお願い申し上げます。

本戦幼年・小中学生
高校生女子

高校生男子

【参加資格】 幼年～小6までの男女と中学～高校生の男女 （四国・中国地方の選手限定）
【競技内容】フルコンタクトルール　トーナメント方式

【ゼッケン】 当日、会場にて流会派ごとにまとめてお渡しいたします。
【 主 催 】 勇心杯大会実行委員会

・出場選手は申込本人とし、代理人は一切認めません。
・昼食は各自でご用意下さい。
・試合当日受付時にゼッケン・パンフレットをお渡しします。
・毛染め・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。
・ビギナーズクラスは、大会未入賞や、空手経験が浅い選手対象です。
 新人戦や初心クラス入賞経験者は、初級クラスにエントリーお願い
 します。
・面付きヘッドガードは各自持参下さい。

有効技

A.手による顔面・首・金的以外の攻撃はすべて有効。
B.足による金的以外の攻撃はすべて有効。
  （但し中高生を除き、上段膝蹴りは反則とする）

反則技

A.頭突き・手・肘による顔面攻撃。
B.金的攻撃・ダウンした相手を攻撃・背後からの攻撃。
C.全クラス掴み無し
D.反則は悪質なものをのぞいて注意１が与えられ、注意3で相手側に
　技有り1、合計注意6で１本負けとなる。
E.押してからの攻撃。（但し攻撃につなげるための片手での一瞬の押しは有効。）
　※連続しての押しや攻撃につながらない防御のための押しは反則となる。
 

勝敗

1本勝ち・技あり（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。

注意事項

安全性

ジュニア大会は安全性を第一に考え、拳・足サポーター・金的カップ・
ヘッドギア・胸サポーター等の着用を義務づける。
【 胸サポーターは任意。 】

【参加費】￥6,000/1名 （記念品込) 
※スポーツ保険については各自負担となります。自身でご加入下さい。
※申込後、参加料の返金は出来ませんので、ご了承下さい。

敬具

試合時間

（1分30秒）
再延長戦

（1分）
準決勝より延長戦→

本戦
（2分）

再延長戦

※体重判定は行わず、絶対判定とする

（1分）

（1分）

（1分）
延長戦

→

準決勝より→ →

【第8回 Jr.KARATE REAL CHAMPIONSHIPS 2022 選抜大会】

第12回勇心杯空手道選手権大会

【 会 場 】 広島県府中市体育館TTCアリーナ(旧ウッドアリーナ) 広島県府中市土生町416-4  ☎0847-41-8500

【開催日】 2022年9月4日（日）開場時間 ： 午前の部9:30開始 （昼完全撤収） / 午後の部13:00開始　 【全2部制】

【送付 先】〒720-1142　広島県福山市駅家町上山守248-3　勇心杯大会事務局

【連絡先】TEL:084-976-8139　 FAX:084-971-8377

締切日
2022年

7月15日（金）必着
※締め切り厳守（当日必着)

【 振 込 先 】ゆうちょ銀行　店番:518 普通:4076565

 ※申込書は郵送にて上記までお送り頂きますようお願い致します。

【申込方法】申込書に参加料を添えて現金書留にて、勇心杯大会事務局　田上までお送り下さい。
　　　 　　 ※トーナメント表など混乱を防ぐ為、各団体取りまとめてお申し込み下さい。（個人を除く）



参加申込用紙
【開催日】 【会場】2022年9月4日（日） 広島県府中市体育館TTCアリーナ(旧ウッドアリーナ)

住　所

電話番号

級・段位 リアルチャンピオンシップの代表権

携帯番号

参加・入賞暦
主な大会

身　　長

学　　年

体　　重

〒

cm kg

所属
道場

生年
月日

性
別 　 　年　 　月　 　日　　　歳

平成

氏　名
ふりがな

男・女

支部名：

級・段 帯色⇒

幼年　・　小学　・　中学 年生

※ジュニア大会に於いては、特に安全性を考慮しますので、正確に記入して下さい。
※各クラスの規定人数に達しない場合は、初級クラスと選抜クラスの混合試合になります。※体重制限の有るクラスの体重オーバーは失格になります。
※スポーツ保険は各自でご加入ください。※リアルチャンピオンの出場権は別紙大会概要もご確認下さい。※高校生はリアルチャンピオンシップの選抜対象外です。

□ 持っている ※獲得した大会名（　　　　　　  ）・□ 持っていない

大会会長  殿 令和　　年　　月　　日
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、試合中における負傷・事故に対する一切の異議申し立てを致しません。

保護者氏名 印道場代表者名 印

★クラスの人数が【12名以上の場合はベスト4まで】【4名以上11名以下で準優勝まで】【3名以下で優勝者のみ】がリアルチャンピオンシップ出場資格あり。

【第8回 Jr.KARATE REAL CHAMPIONSHIPS 2022 選抜大会】

第12回勇心杯空手道選手権大会

注 意
事 項

【送付 先】〒720-1142　広島県福山市駅家町上山守248-3　勇心杯大会事務局

【連絡先】TEL:084-976-8139　 FAX:084-971-8377

締切日
2022年

7月15日（金）必着
※締め切り厳守（当日必着)

【 振 込 先 】ゆうちょ銀行　店番:518 普通:4076565

 ※申込書は郵送にて上記までお送り頂きますようお願い致します。

選抜クラス

※全クラスの高校生の部はリアルチャンピオンシップ選抜対象外となります。

小学1年男子幼年（男女混合） 小学2年男子 ・小学3年男子 30kg未満 30kg以上

・小学6年男子 40kg未満 40kg以上 ・中学1年男子 47kg未満 47kg以上 ・中学2・3年男子 53kg未満 53kg以上 ・高校生男子 60kg未満 60kg以上 

・小学4年男子 32kg未満 32kg以上 ・小学5年男子 37kg未満 37kg以上

小学1年女子 小学2年女子 ・小学3年女子 30kg未満 30kg以上

・小学6年女子 40kg未満 40kg以上 ・中学1年女子 45kg未満 45kg以上 ・中学2・3年女子 50kg未満 50kg以上 ・高校生女子 60kg未満 60kg以上 

・小学4年女子 32kg未満 32kg以上 ・小学5年女子 35kg未満 35kg以上

★優勝者のみリアルチャンピオンシップ出場資格あり。

小学1年男子幼年（男女混合） 小学2年男子

※初級クラスは白帯選手と4級以下の入賞経験のない選手です。その他の選手は選抜クラスにエントリーしてください。

初級クラス
・小学3年男子 30kg未満 30kg以上

・小学6年男子 40kg未満 40kg以上 ・中学1年男子 47kg未満 47kg以上 ・中学2・3年男子 53kg未満 53kg以上 ・高校生男子 60kg未満 60kg以上 

・小学4年男子 32kg未満 32kg以上 ・小学5年男子 37kg未満 37kg以上

小学1年女子 小学2年女子 ・小学3年女子 30kg未満 30kg以上

・小学6年女子 40kg未満 40kg以上 ・中学1年女子 45kg未満 45kg以上 ・中学2・3年女子 50kg未満 50kg以上 ・高校生女子 60kg未満 60kg以上 

・小学4年女子 32kg未満 32kg以上 ・小学5年女子 35kg未満 35kg以上

小学5年生男子

小学6年生男子

中学1年生男子

中学2・3年生男子

高 校 生 男 子

小学1年生男子

幼   年（男女混合）

小学4年生男子

小学3年生男子　　

小学2年生男子 小学5年生女子

小学6年生女子

中 学 生 女子

高 校 生 女子

小学1年生女子 小学4年生女子

小学3年生女子　　

小学2年生女子

★このクラスにはリアルチャンピオンシップの出場資格はありません。ビギナーズクラス

※ビギナーズクラスは、大会未入賞や、空手経験が浅い選手対象です。新人戦や初心クラス入賞経験者は、初級クラスにエントリーお願いします。

出場クラスに　チェック　を入れてください✓

【申込方法】申込書に参加料を添えて現金書留にて、勇心杯大会事務局　田上までお送り下さい。
　　　 　　 ※トーナメント表など混乱を防ぐ為、各団体取りまとめてお申し込み下さい。（個人を除く）



【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勇心杯空手道選手権大会の付添人は、選手 1名につき２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 ]

以上の事項に関して、承諾されましたら下記の□にチェックを入れてください。
また、保護者（付添人）氏名の箇所に直筆でサインし、当日朝の受付時にご提出ください。

選手名 道場名 体温

令和４  年　　　月　　　日

※当日朝の検温を記入下さい。

□ 上記について了承致しました。

保護者（付添人）①氏名 （付添人）②氏名




