
☆ 開催日 ２０１５年０９月１３日（日）
開場 ８：３０ 開会式 ９：００ 試合開始 ０９：３０ 閉会式予定 １８：００

☆ 会場 富士北麓公園体育館（山梨県富士吉田市上吉田５０００）
☆ 試合形式（参加選手数によって区分けが変わることもあり得る）

■ 組手（トーナメント方式）
・幼年部 （男女別・参加人数によっては年長・年中別）
・小学１年～６年 （各学年別・男女別 希望すれば、初級クラスに該当する選手の出場も可）
・小学３年～６年初級 （各学年別・男女別 同学年大会優勝者でない白・オレンジ帯のみ）
・中学男子 （学年統一体重別 軽量級５０ｋｇ未満 重量級５０ｋｇ以上）
・中学女子 （学年統一体重別 軽量級４５ｋｇ未満 重量級４５ｋｇ以上）
・高校男子 （学年統一体重別 軽量級６５ｋｇ未満 重量級６５ｋｇ以上）
・高校女子 （学年統一体重別 軽量級５０ｋｇ未満 重量級５０ｋｇ以上）
・一般初級 （白帯、オレンジ帯、青帯）
・一般中級 （黄帯、緑帯）
・一般上級無差別 （茶帯、黒帯 緑帯以下の参加も可）
・ヤングマスターズ （３６歳以上４１歳まで）
・マスターズ （４２歳以上４７歳未満）
・グランドマスターズ （４８歳以上）
・一般女子の部 （高校生卒業以上）
・女子シニアの部 （４０歳以上）

＊ 各クラスとも拳・脛サポーター、金カップ着用、ヒザサポーターは任意（一般上級は金カップのみ）
拳は、サポーターのみで、グローブ不可

＊ 拳サポーターは、極真仕様もしくは無銘の物に限ります
＊ 女子部のチェストガードは胸部だけでウレタン製、ブラタイプの物のみ認める（装着は任意）

☆ 試合時間
■ 組手 ・幼年部 本戦１分３０秒、延長１分、有効体重差２ｋｇ

・小学生～中学生まで 本戦１分３０秒、延長１分、有効体重差３ｋｇ
・高校生 本戦２分、延長１分３０秒、有効体重差５ｋｇ
・一般初級 本戦２分、延長１分３０秒、有効体重差５ｋｇ
・一般中級 本戦２分、延長１分３０秒、有効体重差５ｋｇ
・一般上級 本戦２分、延長２分、有効体重差５ｋｇ（ベスト４まで）

（ベスト４以降） 本戦３分、延長２分、再延長２分、有効体重差５ｋｇ
・ヤングマスターズ 本戦２分、延長１分３０秒、有効体重差５ｋｇ
・マスターズ 本戦１分３０秒、延長１分、有効体重差５ｋｇ
・グランドマスターズ 本戦１分３０秒、延長１分、有効体重差５ｋｇ
・一般女子、女子シニア 本戦１分３０秒、延長１分、有効体重差５ｋｇ

☆ 参加費用 ６０００円（「組手」「型個人」「型団体」いずれか１部門 大会パンフ付）
７０００円（２部門以上参加 大会パンフ付）

☆ 締め切り ８月９日（日）事務局必着厳守

道場名

男 女 （＊どちらかに○）
（ふりがな）

氏 名 年齢 学年

出場クラス 級・段位 身長 体重

第１５回 山梨県極真空手道選手権大会（組手）
～ 大 会 案 内 ～

過去１年の大会実績

山梨県大会 申込書

・型個人戦（ ）

締め切り ８月９日大会事務局必着

～参加費～
・組手もしくは型のみ ６０００円
・二部門以上出場 ７０００円

キ リ ト リ

・組手 （ ）

・型団体戦（ ）



☆ 開催日 ２０１５年０９月１３日（日）
開場 ８：３０ 開会式 ９：００ 試合開始 ０９：３０ 閉会式予定 １８：００

☆ 会場 富士北麓公園体育館（山梨県富士吉田市上吉田５０００）
☆ 試合形式（参加選手数によって区分けが変わることもあり得る）
■ 型（トーナメント方式） 規定型は個人戦・団体戦共に共通

年齢区分 白～オレンジ 緑以上

幼年の部 １回戦 指定 太極Ⅲ 「少年の部」に包括
（小２まで） ２回戦 指定 平安Ⅰ （試合規定は同様）

準決勝まで 指定 平安Ⅰ

年齢区分 白～オレンジ 青 黄 緑以上

少年の部 １回戦 指定 太極Ⅲ 平安Ⅰ 平安Ⅱ 平安Ⅱ
（小３～小６） ２回戦 指定 平安Ⅰ 平安Ⅱ 平安Ⅲ 平安Ⅳ

準決勝まで 指定 平安Ⅰ 平安Ⅱ 撃砕大 撃砕小
左記+十八、

臥竜、征遠鎮より

年齢区分 白～オレンジ 青～黄 緑以上

中学の部 １回戦 指定

一般の部 ２回戦 指定

（高校以上） ３回戦 指定

マスターズ
（４２歳以上）

☆ 参加費用 ６０００円（「組手」「型個人」「型団体」いずれか１部門 大会パンフ付）

７０００円（２部門以上参加 大会パンフ付）

☆ 締め切り ８月９日（日）事務局必着厳守

決勝 選択
平安Ⅱ～Ⅴ、安三、十八、突きの型、撃砕大・小、最破、臥

征遠鎮、五十四歩、観空より

平安Ⅱ
平安Ⅳ

撃砕小（マスターズは撃砕大）

準決勝 選択
平安Ⅱ～Ⅴ、安三、十八、突きの型、
撃砕大・小、最破、臥竜、征遠鎮より

平安Ⅱ

決勝 選択
太極Ⅲ、

平安Ⅰ～Ⅲより
平安Ⅱ～Ⅴ、撃砕大・小、
突きの型、安三、最破より

決勝 選択
太極Ⅲ、

平安Ⅰ～Ⅲより
平安Ⅱ～Ⅴ、撃砕大・小、
突きの型、安三、最破より

第７回 山梨県極真空手道「型」選手権大会（型）
～ 大 会 案 内 ～

青～黄

平安Ⅰ
平安Ⅱ

（出場クラス分け～個人戦）

幼年 白帯・オレンジ帯 幼年 青帯・黄帯

少年 白帯・オレンジ帯 少年 青帯男子、女子

少年 黄帯男子、女子

少年 緑帯・茶帯男子、女子 中学生男子、女子

一般（高校生以上）男子、女子

マスターズ（４２歳以上）男子、女子

＊注２・・・団体戦について
「年齢」や「帯色」が混合の場合は、それぞれ上位のクラスに組み込まれる
例）・・『小５・中学・高校』のチームならば、『一般の部』に

『幼年オレンジ帯・幼年黄帯・少年緑帯』のチームなら、『少年の部 緑以上』に
ただし、マスターズクラスは、当該年齢のみの選手で構成する。また、マスターズの部
の選手が、一般の部と混合チームで『一般の部』に出る事は可。

（出場クラス分け～団体戦）

幼年 白帯・オレンジ帯 幼年 青帯・黄帯

少年 白帯・オレンジ帯 少年 青帯・黄帯

少年 緑帯・茶帯 中学生

一般（高校生以上） マスターズ（４２歳以上）

＊注１・・・参加人数によっては、指定型の区分は上記の限りではない場合もあります

個人戦各クラス、準決勝までは二名

同時に指定型を行います


