
 

 

第９回絆杯空手道選手権大会 

第６回武煌杯空手道選手権大会 開催のご案内  
～第９回全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会予選大会～ 
 

謹啓  

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。 

平素は先生方には格別のご指導、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度【絆杯空手道選手権大

会・武煌杯空手道選手権大会】を下記の通り開催させて頂く事となりました。つきましては、諸者御多

忙の事とは存じますが、選手の皆様方の多数のご参加を頂けますよう是非とも先生のご協力とご指導を

宜しくお願い致します。新型コロナウイルスの感染対策を講じたうえでの大会開催となります為、進

行・時間などに変更が生じる場合があります。皆様にはご理解・ご協力を賜ります様何卒宜しくお願い

申し上げます。  謹白                

                                                       令和 3 年 6 月吉日  

国際実戦空手道 武煌会館 館長 重政寛樹 

 

■開催日：令和３年９月２０日［月］    主催： 国際実戦空手道 武煌会館  協力：友好団体 
 

・ 1 部 開場/受付(団体受付)   ９：００～     開会式無し 試合開始 ９：４５ 

・２部 開場/受付(団体受付)   １２：００～    開会式無し 試合開始 １３：００ 

今現在は 2部制の予定です。正式な進行予定は感染状況や参加人数が確定次第、友好団体の先生方 

と協議して決定後出場団体様に事前にご連絡致します。 

■会場： 福山市新総合体育館 (広島県福山市千代田町１丁目１－２）  
            (エフピコアリーナ)  １階壁面収納可動席９００席、２階固定席２,１００席 

メインアリーナは試合場、サブアリーナも広いのでアップに使用していただき、メインは観客席も多く

ありますので 3密を避けてゆとりをもってお座りください。 

 

■出場料： 絆杯（上級）６，０００円   武煌杯（初級～中級）５，０００円  

      ※昼食は各自でご用意ください。スポーツ保険は各自で加入してください。 

※一旦納入された出場料は理由の如何に関わらず返金致しかねますのでご了承下さい。   

      ※新型コロナウイルスの感染状況により延期、又は中止になる可能性があります。 

      ※緊急事態宣言の再発令、及び行政等の要請により会場が使用できないなど、やむを得なく大会中止の場合は

7月 26日の締切前であれば１００％(全額返金)。 

締切後の 7月２７日以降の場合は５０％(半額返金)とさせていただきます。ご了承ください。 

 

■申込締め切り：令和３年７月２６日(月) 事務局必着 ※団体でまとめて現金書留でお申込下さい。   

大会事務局：〒７２１－０９６３ 広島県福山市南手城町４－１７－９ TEL ０８４－９２８－３７３９    

【出場申込書、出場料、出場者リストをまとめていただき 国際実戦空手道 武煌会館 までお申込下さい。】 



 

第９回絆杯空手道選手権大会 

第６回武煌杯空手道選手権大会 開催のご案内  
～第９回全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会予選大会～ 
 

 
■開催日：令和３年９月２０日［月］    主催： 国際実戦空手道 武煌会館 協力：友好団体 

 

・ 1 部 開場/受付(団体受付)   ９：００～     開会式無し 試合開始 ９：４５ 

・２部 開場/受付(団体受付)   １２：００～    開会式無し 試合開始 １３：００ 

現時点では 2部制の予定です。正式な進行予定は感染状況や参加人数が確定次第、友好団体の先生方 

と協議して決定後、事前に出場団体様にご連絡致します。 

会場： 福山市新総合体育館 (広島県福山市千代田町１丁目１－２）  
            (エフピコアリーナ)  １階壁面収納可動席 ９００席、 ２階固定席２,１００席 

・メインアリーナは試合場、サブアリーナも広いのでアップに使用していただき、メインは観客席も 

多くありますので 3密を避けてゆとりをもってお座りください。 

・入館される方全員マスクの着用、検温、手指の消毒をお願い致します。 

・問診票の提出をお願い致します。入館される方全員必要になります。 

・入賞された選手には当日トロフィーをお渡しします。賞状は後日発送しますので試合が終わった 

選手は速やかにお帰りください。 

・必要事項の記入を正確にお願い致します。 

(申込書類での記入ミス(クラス間違い、学年間違い)は失格になりますのでご注意ください。) 

 

・出場料： 絆杯（上級）６，０００円   武煌杯（初級～中級）５，０００円  

      ※昼食は各自でご用意ください。スポーツ保険は各自で加入してください。 

※一旦納入された出場料は理由の如何に関わらず返金致しかねますのでご了承下さい。   

      ※新型コロナウイルスの感染状況により延期、又は中止になる可能性があります。 

      ※緊急事態宣言の再発令、及び行政等の要請により会場が使用できないなど、やむを得なく大会中止の 

場合は 7月 26日の締切前であれば１００％(全額返金)。 

締切後の 7月２７日以降の場合は５０％(半額返金)とさせていただきます。ご了承ください。 

 

・申込締め切り：令和３年７月２６日(月) 事務局必着 ※団体でまとめて現金書留でお申込下さい。   

大会事務局：〒７２１－０９６３ 広島県福山市南手城町４－１７－９ TEL ０８４－９２８－３７３９    

【出場申込書、出場料、出場者リストをまとめていただき 国際実戦空手道 武煌会館 までお申込下さい。】 

 



 

 

【大会ルール・試合時間・着用防具について】 

 
■大会ルール  

   押し、掛け、掴み、抑え無しの フルコンタクト空手ルール  

   今大会では、反則行為に対して厳しくとっています。ルールを熟知していただき正々堂々と 

試合に挑んでいただきたいと思っています。ちょっとの押し、ちょっとの掛けや掴みでも反則は

反則です。公平な判定も審判の先生方にお願いしています。 

 
■試合時間 

出 場 ク ラ ス  
本戦マスト 

(準決勝まで) 

延長マスト 

(決勝のみ) 

幼年・小・中・高・一般初級・壮年   １分３０秒 １分 

絆杯 高校男子・一般上級（男女）   ２分 １分３０秒 

 
■着 用 防 具   

中学生以下の男子   

【幼年・小学・中学】 

拳サポーター・スネサポーター (※拳・スネ共に革製サポーター不可) 

・ヘッドガード(飛沫防止が施されてあるもの又はマスク(下記参照) 

・ファールカップ   

中学生以下の女子  

【幼年・小学・中学】  

拳サポーター・スネサポーター (※拳・スネ共に革製サポーター不可) 

・ヘッドガード(飛沫防止が施されてあるもの又はマスク(下記参照) 

・チェストガード(任意)・アンダーガード(任意)  

高校男子・一般初級・壮年   
拳サポーター ・スネサポーター  ・ファールカップ   

・ヘッドガード(飛沫防止が施されてあるもの又はマスク(下記参照)  

一般上級（男女）  男子・ファールカップ以外のサポーター不可・マスク(下記参照) 

女子・チェストガード(任意)・アンダーガード(任意) 以外のサポーター不

可 ・マスク(下記参照) 

※新型コロナウイルス感染症対策として今大会はヘッドガードに自作ではない飛沫防止が施されてあ

るもの、シールド又はマスク(ウレタン不可、不織布 3層以上をご用意してください) 

※防具類の準備は各自で用意をお願い致します。 

尚、着用防具に不備があった場合失格となりますのでご注意下さい。（サポーターのスポンジ抜きや

その他防具チェック時に違反行為があった場合も失格とし今後の出場を認めません。）   

※チェストガードは布製を使用し、腹部までサポーターがあるものは使用しないで下さい。   
※一般上級以外の選手の膝サポーターは自由とします。  

 

 

 



 

【絆杯・武煌杯の出場クラス番号とカテゴリ名】 

絆杯・武煌杯の申込書に記入していただく為に必要になります。下記を参照ください。 

絆杯と武煌杯で違いますのでチャンピオンシップの予選に出場の方は絆杯を確認してください。 

初級・中級の試合に出場の方は武煌杯を確認してください。 

※出場クラス番号の間違いやカテゴリの記入間違いは失格となりますのでご注意下さい。 

 

・絆杯（上級）幼年～一般（大会申込書に出場カテゴリ名と番号を記入してください）  

・各体重別クラスの未満の選手は当日受付で計量します。(体重オーバーは失格となりますのでご注意下さい) 

・代表権はクラス毎の人数により権利者の数を決定します。 

3人未満・・・優勝のみ  4人～７人・・・優勝・準優勝  8人以上・・・ベスト４(4名獲得) 

繰り上がりなどその他の詳細につきましては下記の全日本チャンピオンシップの公式 HP の権利獲得大会及び

出場権利獲得の仕組みについてを参照して下さい。http//junior-championship.jimdofree.com 

① 幼年 男女混合 予選の出場者は番号とカテゴリを申込書にご記入ください。  

② 小学１年生男子   ⑮ 小学１年生女子   ㉘ 高校女子５２㎏未満  

③ 小学２年生男子  ⑯ 小学２年生女子  ㉙ 高校女子５２㎏以上  

④ 小学３年生男子   ⑰ 小学３年生女子   ㉚ 一般女子５５㎏未満  

⑤ 小学４年生男子３２㎏未満  ⑱ 小学４年生女子３２㎏未満  ㉛ 一般女子５５㎏以上  

⑥ 小学４年生男子３２㎏以上   ⑲ 小学４年生女子３２㎏以上   ㉜ 高校男子６５㎏未満  

⑦ 小学５年生男子３６㎏未満  ⑳ 小学５年生女子３６㎏未満  ㉝ 高校男子６５㎏以上  

⑧ 小学５年生男子３６㎏以上   ㉑ 小学５年生女子３６㎏以上   ㉞ 一般男子７０㎏未満  

⑨ 小学６年生男子４２㎏未満  ㉒ 小学６年生女子４２㎏未満  ㉟ 一般男子７０㎏以上  

⑩ 小学６年生男子４２㎏以上   ㉓ 小学６年生女子４２㎏以上     

⑪ 中学１年生男子５０㎏未満  ㉔ 中学１年生女子４５㎏未満    

⑫ 中学１年生男子５０㎏以上  ㉕ 中学１年生女子４５㎏以上    

⑬ 中学２・３年生男子５５㎏未満 ㉖ 中学２・３年生女子５０㎏未満  

⑭ 中学２・３年生男子５５㎏以上 ㉗ 中学２・３年生女子５０㎏以上  
 

・武煌杯 幼年～一般（大会申込書に出場カテゴリ名と番号を記入してください） 

・武煌杯（初級）への出場は４級以下です。３級以上は必ず絆杯の上級へ出場して下さい。   

・各体重別クラスの未満の選手は当日受付で計量します。(体重オーバーは失格となりますのでご注意下さい) 

① 幼年 男女混合   ⑧ 中学１年男子 50㎏未満  ⑮  中学１年女子 50㎏未満 

② 小学１年生 男女混合  ⑨ 中学１年男子 50㎏以上  ⑯  中学１年女子 50㎏以上 

③ 小学２年生 男女混合  ⑩ 中学２・３年男子 55㎏未満  ⑰  中学２・３年女子 50 ㎏未満 

④ 小学３年生 男女混合  ⑪ 中学２・３年男子 55㎏以上  ⑱  中学２・３年女子 50 ㎏以上 

⑤ 小学４年生 男女混合  ⑫ 壮年（４０歳～）  ⑲ 一般女子（高校生以上） 50㎏未満 

⑥ 小学５年生 男女混合  ⑬ 一般男子（高校生以上）65 ㎏未満  ⑳ 一般女子（高校生以上） 50㎏以上 

⑦ 小学６年生 男女混合  ⑭ 一般男子（高校生以上）65 ㎏以上    



 

・第９回全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会予選大会！ 
 

第９回絆杯空手道選手権大会  
 

■ 国際実戦空手道 武煌会館 殿    私儀、下記の通り本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことを誓いま

す。また本大会中における事故、負傷・審判につきまして一切の異議申し立てを致しません。  

大会で撮影された写真の肖像権は主催者に帰属します。   

最後に本大会に関連して新型コロナウイルス感染症を発症した場合、主催者側に一切の責任を求めないことを

制約し申し込みをします。 

 

令和 ３年    月    日  出場者・保護者署名                  印   

                        ※出場者が未成年の場合は保護者の方が署名・捺印を御願い致します。   

フリガナ         
 

男 

・ 

女 

生年月日 昭和・平成     年    月    日  (     歳)   

   

氏名   

      ※学年 

令和３年度  

２０２１年 ４月 ～ ２０２２年 ３月 

幼児・小学・中学・高校  (    年)   

現住所  〒    

                          連絡先 TEL(    －    －    )  

身長        ｃｍ   体重        kg   段・級位/      段・級   空手歴     年    カ月   

所属   

（流派名）  

団体名・支部名：   代表者名：  

 連絡先：   

～絆杯カテゴリ～  

出場クラスの番号とカテゴリを下の欄に記入してください。 (大会案内参照) 

※高校生までは全日本チャンピオンシップの予選になります。   (段・級不問)   

 

出場クラスの番号  カテゴリ  

大会入賞歴 
（過去３年以内） 

     

 

・kg 未満クラス（軽量級）は当日道着のズボンとＴシャツで計量します。 

ズボンとＴシャツで－５００ｇ。体重オーバーの場合失格になります。   
・参加人数により各クラスの統廃合を行う場合があります。   
・各クラスの学年間違い等の記載ミスは失格になりますので注意し必ず確認してください。 

・ゼッケンとパンフレットは受付時に団体毎に渡します。   

  



 

第６回武煌杯空手道選手権大会  

                              

■ 国際実戦空手道 武煌会館 殿    私儀、下記の通り本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことを誓いま

す。また本大会中における事故、負傷、審判につきまして一切の異議申し立てを致しません。   

大会で撮影された写真や動画の肖像権は主催者に帰属します。 

最後に本大会に関連して新型コロナウイルス感染症を発症した場合、主催者側に一切の責任を求めないことを

制約し申し込みをします。 

 

令和 ３年    月    日  出場者・保護者署名                     印                           

※出場者が未成年の場合は保護者の方が署名・捺印を御願い致します。   

フリガナ  
       

  

男 

・ 

女 

生年月日 昭和・平成     年    月    日  (     歳)   

  

氏名   

      ※新学年 

令和３年度 

２０２１年 ４月 ～ ２０２２年 ３月 

幼児・小学・中学・高校  (    年)   

現住所 〒    

 

                       連絡先 TEL(    －     －     )   

身長        ｃｍ   体重         kg   
     段・級   空手歴     年    カ月   

所属   

（流派名）  

 団体名・支部名：   代表者名：  

連絡先：   

 

～武煌杯カテゴリ～ 
 

出場クラスの番号とカテゴリを下の欄に記入ください。(大会案内参照) 

※４級以上の選手は絆杯（上級）へ出場となります。    

出場クラスの番号  カテゴリ  

大会入賞歴 
（過去３年以内） 

    

・kg 未満クラス（軽量級）は当日道着のズボンとＴシャツで計量します。 

・ズボンとＴシャツで－５００ｇ。体重オーバーの場合失格になります。   

・参加人数により各クラスの統廃合を行う場合があります。   
・各クラスの学年間違い等の記載ミスは失格になりますので注意し必ず確認してください。  

・ゼッケンとパンフレットは受付時に団体毎にお渡し致します。   
  



 

第９回絆杯空手道選手権大会 

第６回武煌杯空手道選手権大会 組手試合出場者リスト   
※お手数ですが下記にご記入の上、申込書と出場料明細・出欠確認書と一緒に郵送をお願い致します。   

・団体名：                                      

NO   選手名   性別   出場クラス 
クラス 体重 

 
    

男・女  
・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別 

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

   ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

    

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

     

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

 

  

男・女 

  

・幼年 

・一般 
小・中・高   年 

 ・初級～中級  

・上級   

    ｋｇ未満・以上 

男女混合・無差別   

  
  



 

第９回絆杯空手道選手権大会 

第６回武煌杯空手道選手権大会 

出場料明細・出欠確認書 

※お手数ですが下記にご記入の上、申込書と出場者リストと一緒に郵送をお願い致します。   

   

・団体名：                                 

   

・代表者名：   
                               

・代表者 TEL：      

                           

出場者数 出場料合計 

    

   絆杯      名（６,０００円） 

武煌杯     名（５,０００円）  

 合計 

  円  
  

・団体代表者様   

大会当日はぜひ会場へお越しいただきますようご案内申し上げます。本部席や

お弁当の都合がありますので、代表の先生又は引率の先生のどちらか 1 名様で

出欠確認をお願い致します。  

第９回絆杯空手道選手権大会    

第６回武煌杯空手道選手権大会へ(御出席・御欠席)します。 

   

  

御芳名：                様 



 

絆杯空手道選手権大会・武煌杯空手道選手権大会 

審判ご協力のお願い 

押し、掛け、掴み、抑え無しの フルコンタクト空手ルール  

今大会では、反則行為に対して厳しくとっています。ルールを熟知していただき正々

堂々と試合に挑んでいただきたいと思っています。ちょっとの押し、ちょっとの掛けや

掴みでも反則は反則です。公平な判定も審判の先生方にお願いしています。 

 

絆杯空手道選手権大会・武煌杯空手道選手権大会へのご協力、誠にありがとう

ございます。当日、公平を規す為に審判のご協力をお願い致します。         

代表の先生、指導員の先生又は高校生以上の選手など審判経験のある先生にご

協力をいただけるととても有難いです。ご協力いただける先生は下記へご記入

していただき、申込用紙と一緒にご返送ください。 

審判の先生方は昼食をご用意させていただきます。宜しくお願い致します。 

 

 

団体名 

氏名 主審 副審 どちらでも 

氏名 主審 副審 どちらでも 

氏名 主審 副審 どちらでも 

氏名 主審 副審 どちらでも 

 

締切日 令和 3 年 7 月 26日(月) 



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)(入館者用) 

大会を安全に開催するための問診となります。                         

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為にご理解とご協力をお願い致します。 

確認項目 2021 年 9 月 20 日 

１ 本日の体温(37，5度以上の発熱は入場不可となります) 
 

         ℃ 

２ 風邪に似た症状(咳、鼻づまり・痰が絡む・喉が痛む)がありますか？ はい いいえ 

３ 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害がありますか？ はい いいえ 

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？ はい いいえ 

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？ はい いいえ 

６ 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ 

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すか？ はい いいえ 

８ 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、地域へ渡航

者と接触したことがありますか？ 
はい いいえ 

９ 65歳以上ですか？ はい いいえ 

大会実行委員長殿 

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。 

※大会当日必ずご提出ください。  ※持参されない方は当日受付で記入してからの入場となります。 

 

氏名             印 

年齢 連絡先 

住所 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となります。                         

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為にご理解とご協力をお願い致します。 

 

確認項目 

選手ゼッケン番号 

No 

１ 本日の体温(37，5度以上の発熱は入場不可となります) 
 

         ℃ 

２ 風邪に似た症状(咳、鼻づまり・痰が絡む・喉が痛む)がありますか？ はい いいえ 

３ 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害がありますか？ はい いいえ 

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？ はい いいえ 

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？ はい いいえ 

６ 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ 

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すか？ はい いいえ 

８ 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、地域へ渡航

者と接触したことがありますか？ 
はい いいえ 

大会実行委員長殿 

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。 

※大会当日必ずご提出ください。  ※持参されない方は当日受付で記入してからの入場となります。 

 

選手氏名          印 

年齢 連絡先 

住所 年月日 


