
     2022全日本壮年空手道選手権大会／募集要項 
2 0 2 2  All Japn Senior Karate Tournament 

1. 名 称 ：2022 国際壮年空手道選手権大会 

2. 開催日 ：令和4 年 4月 17 日（日） 

3. 日 程 ：選手受付 9：00 開会式 10：00 

4. 会 場 ：代々木第2体育館 

5. 主 催 ：極真空手道連盟極真館 

6. 出場ｸﾗｽ ：75. 36 歳～40 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

76. 36 歳～40 歳 重量級７２ｋｇ超 

77. 41 歳～45 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

78. 41 歳～45 歳 重量級７２ｋｇ超 

79. 46 歳～50 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

80. 46 歳～50 歳 重量級７２ｋｇ超 

81. 51 歳～ 軽量級７２ｋｇ以下 

82. 51 歳～ 重量級７２ｋｇ超 

(ｸﾗｽ番号)  

※ 選手受付時の体重測定で 1g でもオーバーした場合、失格となります。 

7. 試合規則 ：極真空手道連盟組手試合規則による。 

8. 試合時間 ： 

ｸﾗｽ 本戦 延長 試割り 体重判定 再延長 

壮年部36歳～40歳 2分 2分 ― 5ｋｇ 2分 

壮年部41歳～45歳 1分30秒 1分30秒 ― 5ｋｇ 1分30秒 

壮年部46歳～50歳 1分30秒 1分 ― 5ｋｇ 1分 

壮年部51歳～ 1分30秒 1分 ― 5ｋｇ 1分 

9. 防 具 ：（推奨）イサミ、東京堂、ボディメーカー、ファイトカンパニー 

  ﾍｯﾄﾞ 

ｶﾞｰﾄﾞ 

ﾌｧｰﾙｶｯﾌﾟ 膝ｻﾎﾟｰﾀｰ 脛ｻﾎﾟｰﾀｰ ﾏｳｽｶﾞｰﾄﾞ 拳 
ｻﾎﾟｰﾀｰ 

着用 義務 義務 義務 義務 
義務 

 
義務 

準備 各個人 各個人 各個人 各個人 各個人 配布 

規定品 
イサミ 

TT-45 

イサミ 

L-672 

ﾎﾞﾃﾞｨﾒｰｶｰ 
KD039 

イサミ 

L-1103 

ﾎﾞﾃﾞｨﾒｰｶｰ 
KD041 

イサミ 

L-227 

ﾎﾞﾃﾞｨﾒｰｶｰ 
KD038 

推奨 

イサミ 
（US-120） 

(配布した
もののみ使
用可能) 

10. 拳サポーターは必ず配布したものを使用してください。 

11. 拳サポーター・ヘッドガード以外の防具については、規定品に準じたものを着用して下さい。 

12. 著しく規定品と異なるものは不可。（革製品のﾚｶﾞｰｽ等は不可） 

13. ヘッドガードは本部で準備いたしません。各個人でご用意ください。 

14. 細工した防具の使用や義務防具を装着していない場合は失格となります。 

15. 防具については、選手係がチェックを行います。 

16. 表 彰 ：各部門 3 位まで（出場階級 7 名以下の場合、3 位決定戦を行います） 
17. 申込み必要書類：各支部で一括してご提出ください。 

a. 出場申込書 

b. 健康診断書 ※大会当日から 3 ヶ月以内のもの 

c. 出場料：極真館会員 10,000 円／他流派選手 12,000 円 

d. コロナウィルス陰性証明書 

   （試合中マスクの着用は必要ありません。） 
 

 

 

 

 

 

壮
年
組
手 



出場に際しての諸注意 
■新型コロナウイルス感染予防対策について【重要】  

▼出場する選手全員にPCR検査の実施を義務付けます。  

①4月8日（金）～（試合の1週間前以降）検体を採取し検査を受けてください。  

②検査結果の証明書を下記住所またはメールにてお送りください。  

■送付先■極真館総本部事務局 

【住所】〒335―0002 埼玉県蕨市塚越5-5−3 極真館総本部事務局 

【メール】ｉｎｆｏ＠ｋｙｏｋｕｓｈｉｎｋａｎ．ｏｒｇ 

※ご注意： 検査結果が陽性の場合は出場ができません  

検査結果証明書の提出がない場合も出場ができません  

▼注意事項  

 ・PCR検査提出締め切り：郵送・メール共、【4月13日（水）】必着です。  

 ・PCR検査の結果証明書は必ず控えを取り、当日会場までお持ちください。  

 ・郵送が間に合わない場合は、会場にご持参ください。  

  

▼大会当日  

 ・受付にてPCR検査結果の提出有無と陰・陽性の確認をいたします。  

 ・陽性の場合は、大会に参加することはできません。  

 ・大会当日、37.5度以上の体温がある場合は、大会に参加できません。  

 ・その他、体調不良がある場合は大会事務局お申し出ください。  

 

□ 私は指定された期間にPCR検査を受け、証明書を提示する事に同意致します。 

（☑を入れてください）  

※記入漏れなきようご注意願います 

＊ 締切   

2022年2月26日(土) 

 
＊ 診断書関係の書類は締切り後の提出でも可。 

＊ 空手道着は、肘が隠れるものを着用して下さい。 

※ 会場に駐車場はございません。 

 



2022 国際壮年空手道選手権大会／出場申込書 
2022 All Japan Senior Karate Tournament 

令和4 年 4 月 17 日（日） 

 
大会会長   殿   To the Chairman of the tournament, 

私は 2022 国際壮年空手道選手権大会のルールに従って、正々堂々と技を試し合う事をこ
こに誓います。また、大会開催中に負傷及び事故等が生じた場合、主催者に対しまして一切
責任を問いません。 
I, the undersigned, do hereby swear that I will obey the rules of the 
tournament and fight fairly. I waive and discharge Kyokushin-kan All 
Japan from any and all claim of personal injury arising with my 
participation in the tournament. 

平成 年 月 日 

y m d 

 

氏 名 印 

Name Signature 

 

ふりがな  生年月日 Date of Birth 

年 月 日 

y m d 

 

氏名 

Name 

 

段級位 dan・kyu 

段 級 

年齢 Age 

 ローマ字 
例：極真 太郎   Taro Kyokushin 身長 Height 体重 Weight 

 

所属 

Dojo 

Name 

 

支部・流派 

大会実績 Tournament History 

 

住 所 

Address 

〒 ＊郵便番号も記入 (℡） 

 
(携帯） 

 

 

 

 

 

 

出場クラス

Class 

（ｸﾗｽ番号）※出場クラスを○で囲んでください。 

 

75. 36 歳～40 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

76. 36 歳～40 歳 重量級７２ｋｇ超 

77. 41 歳～45 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

78. 41 歳～45 歳 重量級７２ｋｇ超 

79. 46 歳～50 歳 軽量級７２ｋｇ以下 

80. 46 歳～50 歳 重量級７２ｋｇ超 

81. 51 歳～ 軽量級７２ｋｇ以下 

82. 51 歳～ 重量級７２ｋｇ超 

※極真館公式拳サポーターを配布いたします。サイズに〇をつけてください。 

色：黒、白 メーカー：ボディーメーカー製、イサミ製 

色とメーカーはお選びいただくことはできません。 

ご了承くださいませ。 

（サイズはメーカーが異なっても同じものとなります。） 

XS・S・M・L 
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