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拝啓 初春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

    第２回東京実戦空手道選手権 challenge the dreamを開催する事となりました。 
これもひとえに、皆様方のお力添えのおかげと心より感謝しております。 

    本大会も皆様の心に残る大会になるようスタッフ及び関係者一同、努力致します。 
    つきましては、大会開催にあたりまして、貴道場生のご参加のご協力を頂きたく 

宜しくお願い申し上げます。                      敬具 
 

 
コロナ感染防止対策について 

①会場入場前に全ての皆様に検温を致します。37.5 度以上ある方の入場はできません。また、体調のすぐ
れない方や咳が出るなどの症状がある方は入場できませんので宜しくしくお願い致します。 
②全ての皆様にアルコール消毒をお願いします。 
③会場内は必ずマスクの着用が必須となります。 
④会場内は換気を徹底します。 
 
 
大会名    第 2回東京実戦空手道選手権 challenge the dream 
 
主 催   FIGHTING BEAT実戦空手道場 
 
開催日   令和 3年 3月 21日（日） 
 
時 間   9時 30分 開場 

10時 00分 試合開始『型の部』 
11時 30分 会場清掃 
12時 00分 試合開始『組手の部』 
 
《選手集合時間について》 
参加選手人数によっては各クラス別の集合となる場合もあります。 
コロナ対策を徹底しての開催となりますので御理解御協力をお願い致します。 

 
会 場   江戸川区スポーツセンター 柔道場・剣道場(1F) 
      〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 4丁目 2-20 

【最寄りの交通機関】  東京メトロ東西線 西葛西駅 北口から徒歩 7分 

【駐車場のご案内】  

敷地内外 計 83台収容 初めの 1時間 200円(以降 1時間毎に 100円) 
※駐車場に限りがございますので交通機関をご利用ください。 
※周辺道路への迷惑駐車や近隣施設への無断駐車はご遠慮ください。 



【試合形式】   ○組手 フルコンタクト 勝ち抜き戦 幼年 ～ 一般 各学年別 
         〇型          勝ち抜き戦 幼年 ～ 一般 各学年別 
 
【クラス区分】 
 
組手の部 
○幼年部 
1 幼年男女混合ビギナー（10級～9級） 2 幼年男女混合アドバンス（8級～） 
○少年部 
3 小学 1年男女混合ビギナー（10級～8級） 4 小学 1年男女混合アドバンス（7級～） 
5 小学 2年男女混合ビギナー（10級～6級） 6 小学 2年男女混合アドバンス（5級～） 
7 小学 3年男子ビギナー（10級～5級） 8 小学 3年男子アドバンス（4級～） 
9 小学 3年女子ビギナー（10級～5級） 10 小学 3年女子アドバンス（4級～） 
11 小学 4年男子ビギナー（10級～5級） 12 小学 4年男子アドバンス（4級～） 
13 小学 4年女子ビギナー（10級～5級） 14 小学 4年女子アドバンス（4級～） 
15 小学 5年男子ビギナー（10級～5級） 16 小学 5年男子アドバンス（4級～） 
17 小学 5年女子ビギナー（10級～5級） 18 小学 5年女子アドバンス（4級～） 
19 小学 6年男子ビギナー（10級～5級） 20 小学 6年男子アドバンス（4級～） 
21 小学 6年女子ビギナー（10級～5級） 22 小学 6年女子アドバンス（4級～） 
23 中学生 1年男子ビギナー（10級～5級）無差別 24 中学生 1年男子アドバンス（4級～）無差別 

25 中学生 2年男子ビギナー（10級～5級）無差別 26 中学生 2年男子アドバンス（4級～）無差別 

27 中学生 3年男子ビギナー（10級～5級）無差別 28 中学生 3年男子アドバンス（4級～）無差別 

29 中学生 1年女子 30 中学生 2年女子 
31 中学生 3年女子   
○一般部 
32 一般男子ビギナー(白帯～緑帯) 33 一般男子アドバンス(茶帯～黒帯) 

34 一般女子ビギナー(白帯～緑帯) 35 一般女子アドバンス(茶帯～黒帯) 

36 一般男子マスターズ 40歳以上 37 一般男子マスターズ 45歳以上 

36 一般男子マスターズ 50歳以上   

◇各クラスの参加人数が少ない場合は、ワンマッチ又はクラスの併合となる場合がございます。 
その場合はご相談させて頂きますのでよろしくお願い致します。 
 
型の部 
a 幼年クラス b 小学 1年～小学 3年クラス 

c 小学 4年～小学 6年クラス d 中学生、高校生、一般クラス 

 
 
 
 
 
 
 



【試合時間の規定】 
 本 戦 延長戦 再延長（決勝のみ） 

幼年部 1分 1分 1分 
少年部 1分 30秒 1分 1分 
中学生 1分 30秒 1分 1分 
一般部 1分 30秒 1分 1分 

 
【サポーター】 

クラス/部位 
ヘッド 
ガード 

脛 
足甲 

膝 拳 
ファール

カップ 
胸部 

マウスピース 

帯止め 

幼年男子 ○ ○ 任意 ○ ○ × 任意 
幼年女子 ○ ○ 任意 ○ × × 任意 
小学生 

1年～4年男子 
○ ○ 任意 ○ ○ × 任意 

小学生 

1年～4年女子 
○ ○ 任意 ○ 任意 任意 任意 

小学生 

5年～6年男子 
○ ○ ○ ○ ○ × 任意 

小学生 

5年～6年女子 
○ ○ ○ ○ 任意 任意 任意 

中学生男子 ○ ○ ○ ○ ○ × 任意 
中学生女子 ○ ○ ○ ○ 任意 任意 任意 
一般部男子

ビギナー 
× ○ ○ ○ ○ × 任意 

一般部男子

アドバンス 
× 〇 任意 〇 ○ × 任意 

一般部女子 × ○ ○ ○ 任意 任意 任意 
一般男子 

マスターズ 
× ○ ○ ○ ○ × 任意 

・サポーター、ヘッドガードは全て各自でご持参ください。 
・ヘッドガードには必ずフェイスシールドなどの装着をお願いします。 
・男子の Tシャツの着用は禁止です。 
・女子のチェストガードは薄手の胸部のみをカバーするものとする。 
・一般部、拳サポーターは革製のものとする。各自でご用意下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈着用 OKのチェストガード〉          〈着用禁止のチェストガード〉 

スポーツブラタイプ

 
 

硬 質 プ ラ ス チ ッ ク 製

 

胴体を覆う物

 



【組手 勝敗】 
一本勝ち・有効技を決め相手が倒れた場合。（膝をついて 3秒以内に立ち上がれなかった場合） 
    ・技有りを 2本決めた場合 
 
技有り ・有効技を決め、そのダメージにより相手が大きく崩れた場合。 
     また、一時的に動きが止まった場合。 
    ・ノーガードの状態で技がクリーンヒットした場合。（押しつけただけ、触っただけ、

かすっただけの場合は無効） 
    ・軸足を刈り、相手が倒れた場合 
 
反則行為 
 ・金的（下腹部）への攻撃  ・倒れた相手への攻撃  ・背後、後頭部への攻撃 
・掴み、投げ、倒すという行為はしてはならない。（軸足を下段で刈る行為のみ認める） 

 ・相手に頭をつけての攻撃 
 ・消極的に場外に出てしまう。（突き負けて場外に出る状況も同等とする。） 
 ・上段への膝蹴りは一般部のみとする。 
※反則は注意 2回で減点 1、減点 2で失格 
※膝蹴り等の技が腹部に入り金的に当たったと虚偽報告があった場合は反則負けとなります。 
 
 

【型】 
〇試合の流れ 
入場→礼→型の名前を言う→用意(準備)→選手の意思で開始(開始があまりにも長い場合、主審の
合図で始めること) 
試合は 1名ずつ行います。 
引き分け時は、もう一度違う型に挑戦する事とする。 
判定は組手と同様 旗の判定となります。 
 
〇判定基準 
1 姿勢(ブレ)、緩急(メリハリ)、表情、呼吸 
2 礼儀(立ち振る舞い、気迫、声) 
3 正確性と実戦性(力強さ) 
4 正しい順序(順番) 
判定の重要順序  1＞2＞3＞4＞ 
※コートに入ってから始まりの礼、終わりの礼がなかった場合は減点になります。 
 
〇正装 
マスクを必ず着用すること。 
女子は道着の下の Tシャツは白のみ。男子は Tシャツの着用禁止。 
髪の毛はゴムで縛ること。 ゴムの色は黒で統一。 



申し込み方法  別紙の申込用紙に記載の上、団体一括方式でお願い致します。 
申し込み締め切り  最終締め切り 令和 3年 2月 21日(日) 必着 

 
出場料 組手のみ        5,500円(税込) 
    型 のみ               4,400円(税込) 
    組手、型Wエントリー 7,700円(税込) 
 

      団体代表者が出場料と申込書を一括し、締切日までに下記住所まで現金書留にて郵

送をお願い致します。 
 
  郵送先 〒156‐0045 世田谷区桜上水 4‐15‐16 三津元ビル 3F 
      (株)FIGHTING BEAT 
 

尚、提出書類等の郵送中の紛失に関して一切責任を負いません。 
一旦納入された出場料は、いかなる場合も返却致しませんのでご了承下さい。 
 
 

 
※怪我等に関して  主催者側は、一切の責任を負いませんので各自でスポーツ保険に 

加入して下さい。 
 
  ※申込書に関して  締め切り日までに必ずご郵送下さい。 
            過去 2年以内の大会入賞歴は必ずご記入お願いします。 
            入賞歴を偽った場合は失格なります。 
            後日発覚した場合は入賞取り消しとなりますので御注意ください。 
 
  ※審判の御協力   大会開催にあたり、公平な判断をと考えております。 
            各道場様から主審または副審の御協力をお願い致します。 
            御協力して頂ける方の氏名、道場名を下記の 

メールアドレスまでお願い致します。 
 
※当日の欠場    当日朝 8時までに長坂まで（090‐8599‐2546）ご連絡下さい。 

 
 

㈱FIGHTING BEAT          
〒156‐0045         
世田谷区桜上水 4‐15‐16   
三津元ビル 3F         

TEL 03-6304-6790           
MAIL fb_kudou@yahoo.co.jp 

HP fighting-beat.com     



氏　名

フリガナ

保護者氏名

生年月日

学　年

緊急連絡先

級・段位

身長・体重
過去2年間の入賞歴

入賞歴がない場合は無勝と記入

組手(番号)

型(アルファ
ベット)

所属道場

道場ご連絡先
※最終申込締切　令和3年2月21日(日）
※過去に入賞歴がある選手は必ずご記入下さい。
※郵送先　〒156-0045　世田谷区桜上水4‐15‐16　三津元ビル3F
※メールfb_kudou@yahoo.co.p
※この用紙で得た情報は大会以外で使用せず終了後処理致しますのでご了承下さい。

出場クラス
クラス名

第2回東京実戦空手道選手権

出場申込書
（男・女）印　

（未成年者の場合）

               　　　年　　　月　　　日生　　（　　　歳）

（園児・学生のみ）　〈年長・年中・年少〉〈小学　　年〉〈中学　　年〉〈高校　　年〉

　TEL

（　　級）（　　段）　　　　空手歴　　　年　　　カ月

challenge the dream

道場責任者　　　　　　　　　　　　印
所属道場名

TEL アドレス

　身長　　　　　cm 　体重　　　　　　kg

クラス名


