
 
 

平成 30年 6月吉日 

 

関係者 各位 
 

                                    一般社団法人  

国際空手道連盟 極真会館 

髙橋道場福井県本部 

大会組織委員長 髙橋康夫 

 

 

 

第 17 回ｵｰﾌﾟﾝﾄｰナメント北信越空手道選手権大会 
並び、北ノ庄杯争奪交流大会 （選手募集のご案内） 

「第 24回グランドチャンピオン決定戦全日本少年少女空手道選手県大会.指定選抜大会」 

 

 

拝啓 

 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当道場運営に格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。 

さて、空手道の普及発展、極真各派閥、空手各流派の垣根を超えての親睦交流、青少年の健全育成を目的と

して、本年も標記の通り「第１７回オープントーナメント北信越空手道線種県大会並び北ノ庄杯争奪交流大会」

を開催する運びとなりました。 

つきましては、日頃の精進並びに稽古の集大成の場として、本大会に多数ご参加下さいます様 

ご案内申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

１ 日時  平成 30年 10 月 21 日（日）      

             

２ 会場  福井県営体育館（メインアリーナ） 〒918-8027 福井県福井市福町 3-20  TEL 0776-36-1542 

 

3 主催  一般社団法人極真会館 髙橋道場 

 

４ 参加費 各部門･･･6,000円  ☆：各自にてスポーツ保険に加入して下さい。 

 

5 試合規約 国際空手道連盟ルール順ずる。（試合時間及びルール参照）北ノ庄杯争奪戦は三審制ルールに順ずる。 
             ※選手の皆さんは事前に健康診断を受診して下さい。（健康診断の提出は不要です。）  

 

6 共催  福井県青少年非行化防止健全育成協議会 協賛 北陸空手育成協会 

 

7 後援  福井県・福井市･福井県教育委員会・福井市教育委員会・公益財団法人福井県スポーツ協会 

     一般社団法人福井市体育協会・福井県空手道連盟・福井市空手道連盟・福井新聞社・月刊ウララ 
 

8 申込締メ切り 平成 30 年 9 月 12日（水曜日）必着で有効 
          （各団体ごと、申し込み書と共に現金書留にて送付下さい。） 

 

9 送 付 先     〒918-8057  福井県福井市加茂河原 3-1-22 

         一般社団法人極真会館 髙橋道場 大会事務局 宛 

 ※ 総合受付 事務局：0776-35-8658（木下） FAX：0776‐35‐3108  

携帯：090-3292-0822（飯田） 
 
        ※  申込後の参加料はいかなる理由があろうと返金は致しません。 

   ※   申込書不足の場合はコピーにて対応下さいますようお願い致します。 



北信越空手道選手権大会

　　開催日　平成30年10月21日（日）

　　会　場　福井県営体育館（メインアリーナ）

大会会長　殿

私は本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、事故及び負傷等が生じた場合自己の責任とし、主催者に対しまして一切責任を問うものでない事を誓約致します。

平成 30年　　月　　　日　　　

携帯

選手氏名 ㊞

所属会派及び道場名

※ふりがなを必ず記入して下さい。

未成年者の場合は保護者名

㊞

　選手氏名 　電　話 　携　帯

　男・女

〒 緊急時連絡先

段 級 年 ヶ月
成績

ｃｍ / ㎏ 大会

過去2年間の県・地区・全日本大会での入賞歴（必ず記入願います。）

出場希望クラス番号を○で囲む　※大会出場申込書に記入内容誤りあった場合（学年.年齢.性別等）は失格となることがあります。

　申込み人数によりクラス変更、統合する場合もありますご了承願います。

1 　幼年の部（男女混合）☆：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ時に新1年生になる子供 20 　中学３年男子軽量級（－55kg）

2 　小学１年生男子の部 21 　中学3年男子重量級（＋55kg）

3 　小学１年生女子の部 22 　中学3年女子軽量級（－53kg）

4 　小学２年生男子の部 23

5 　小学２年生女の部 24 　高校１年生男子軽量級（－60㎏）

6 　小学３年生男子の部 25 　高校１年生男子重量級（＋60㎏）

7 　小学３年生女子の部 26 　高校2年生男子軽量級（－65㎏）

8 　小学４年生男子の部 27 　高校2年生男子重量級（＋65㎏）

9 　小学４年生女子の部 28 　高校生女子軽量級（－53ｋｇ）

10 　小学５年生男子の部 29 　高校女子重量級（＋53kg）

11 　小学５年生女子の部 30 　一般女子中級の部（黄帯～緑帯迄）

12 　小学６年生男子の部 31 一般女子上級の部（茶帯以上）

13 　小学６年生女子の部 32 ﾏｽﾀｰｽﾞ女子の部（35歳以上）

14 　中学１年生男子軽量級（－45㎏） 33 ﾏｽﾀｰｽﾞ軽中量級の部（38歳～49歳・－70kg）

15 　中学１年生男子重量級（＋45㎏） 34 ﾏｽﾀｰｽﾞ重量級の部（38歳～49歳・＋70kg）

16 　中学１年生女子の部 35 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ（50歳i以上）

17 　中学2年生男子軽量級（－50㎏） 36 一般男子初.中級の部（青～緑帯迄）

18 　中学2年生男子重量級（＋50㎏） 37 一般男子上級の部（茶帯以上）

19 　中学2年生女子の部

  ※： 体重の虚偽申告は失格となりますのでご注意下さい。

　中学３年女子重量級（＋53kg）

ふりがな

（第24回グランドチャンピオン決定戦全日本少年少
女 空 手 道 選 手 権 大 会 . 指 定 選 抜 大 会 ）

生年月日性　別

〒
代表者住所

※今大会より一般男子上級及び一般女子上級のクラスは16歳以上で出場可能とします。

　　第17回オープントーナメント

権利取得
大会名称

大会出場申込書

　住　所

段.級位.空手歴

　身長・体重

 昭和・平成　　　年　　　月　　　　日　　 　歳

 連絡先

道場代表.師範氏名

第24回ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ決定戦権利資格取得者は必ず記入願います.



2018年ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ北ノ庄杯争奪交流大会

大会出場申込書

平成30年10月21日（日）

福井県営体育館（メインアリーナ）

大会会長　殿

 私は本大会のルールに従って、正々堂々と技を試し合う子とをここに誓います。

また、大会開催中に、事故及び負傷等が生じた場合自己の責任として主催者に対しまして一切を問うものでない事を誓います。

平成　　　年　　　月　　　日
携帯番号

道場代表.師範氏名 選手氏名 ㊞

所属会派及び道場名 未成年者の場合は保護者氏名
〒

代表者住所 ㊞
※必ずふりがなを記入して下さい。

生年月日 平成 年 月 日

歳

連絡先
電話 携帯

〒

級

空手歴

年 ヶ月
　　緊急連絡先

cm

体
重 kg

大会出場経験及び成績（必ず記入願います。）

出場希望クラス番号に○を付けてください。

※申込み人数によりクラス変更、統合する場合があります。ご了承願います。

初陣クラス（白帯）

1 幼年男女 幼年男女 34 小学1年男女 56 高校1年男子（－55kg）

2 小学１年男子 18 小学1年男子 35 小学2年男女 57 高校1年男子（＋55kg）

3 小学２年男子 19 小学2年男子 36 小学3年男 58 高校2.3年男子（－60kg）

4 小学３年男子 20 小学3年男子 37 小学4年男 59 高校2.3年男子（＋60kg）

5 小学４年男子 21 小学4年男子 38 小学5年男（－35kg） 60 一般男子（－70ｋｇ）

6 小学５年男子 22 小学5年男子 39 小学6年男（－38kg） 61 一般男子（＋70ｋｇ）

7 小学６年男子 23 小学6年男子 40 小学5年男（＋35kg） 62 高校女子

8 中学１年男子 24 中学1年男子 41 小学6年男（＋38kg） 63 一般女子

9 中学２･３年男子 25 中学２･３年男子 42 小学3年女子

10 小学１年女子 26 小学１年女子 43 小学4年女子

11 小学２年女子 27 小学２年女子 44 小学5年女子（－35kg）

12 小学３年女子 28 小学３年女子 45 小学6年女子（－38kg）

13 小学４年女子 29 小学４年女子 46 小学5年女子（＋35kg）

14 小学５年女子 30 小学５年女子 47 小学6年女子（＋38kg）

15 小学６年女子 31 小学６年女子 48 中学1年男子（－40kg）

16 中学１年女子 32 中学１年女子 49 中学1年男子（＋40kg）

17 中学２･３年女子 33 中学２･３年女子 50 中学1年女子（－40kg）

51 中学1年女子（＋40kg）

52 中学2.3年男子（－45kg）

53 中学2.3年女子（－45ｋｇ）

54 中学2.3年女子（＋45ｋｇ）

55 中学2.3年男子（＋45kg）

☆ 体重の虚偽申告は失格となりますのでご注意下さい。

 　　　 　　　 開催日

             会　場

選手氏名

性　別

男　女

ふりがな

☆：試合経験や入賞経験が
少ない選手が対象です。

　
☆：出場選手の級位より上の
クラスに出場する事は可能で
す。･････････････････････
･････････････････････････
･･
☆：中級クラス、
県大会、地区大会などで、
優勝.次勝･の経験が無い選手
が対象です.
(内部交流戦を除く）

☆：試合経験がほとんど
無く、入門1年以内の初
心者が対象です。

住　所

現在級

身　長

初級クラス(白～橙９級） 中級クラス（青～黄５級） 高校一般初級クラス（白～青７級）
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