
            第62第62第62第62回　横須賀市　春季空手道競技大会 実施要項回　横須賀市　春季空手道競技大会 実施要項回　横須賀市　春季空手道競技大会 実施要項回　横須賀市　春季空手道競技大会 実施要項

１.　主　　催１.　主　　催１.　主　　催１.　主　　催 横須賀市空手道協会横須賀市空手道協会横須賀市空手道協会横須賀市空手道協会

２.　後　　援２.　後　　援２.　後　　援２.　後　　援 横須賀市体育協会横須賀市体育協会横須賀市体育協会横須賀市体育協会

神奈川県空手道連盟・横三地区高等学校体育連盟神奈川県空手道連盟・横三地区高等学校体育連盟神奈川県空手道連盟・横三地区高等学校体育連盟神奈川県空手道連盟・横三地区高等学校体育連盟

３.　日　　程３.　日　　程３.　日　　程３.　日　　程 平成 30年6月3日 （日）　　　7:45 役員集合、　平成 30年6月3日 （日）　　　7:45 役員集合、　平成 30年6月3日 （日）　　　7:45 役員集合、　平成 30年6月3日 （日）　　　7:45 役員集合、　

8：50　受付、　9:１0 審判・監督会議、　9：30開会式､　　10:00競技開始8：50　受付、　9:１0 審判・監督会議、　9：30開会式､　　10:00競技開始8：50　受付、　9:１0 審判・監督会議、　9：30開会式､　　10:00競技開始8：50　受付、　9:１0 審判・監督会議、　9：30開会式､　　10:00競技開始

４.　会　　場４.　会　　場４.　会　　場４.　会　　場 横須賀市南体育会館　（京急久里浜駅下車8分）横須賀市南体育会館　（京急久里浜駅下車8分）横須賀市南体育会館　（京急久里浜駅下車8分）横須賀市南体育会館　（京急久里浜駅下車8分）

住所 ： 横須賀市久里浜6－14－1　  TEL ： 046（835）0781住所 ： 横須賀市久里浜6－14－1　  TEL ： 046（835）0781住所 ： 横須賀市久里浜6－14－1　  TEL ： 046（835）0781住所 ： 横須賀市久里浜6－14－1　  TEL ： 046（835）0781

５.　競技種目５.　競技種目５.　競技種目５.　競技種目 １）一般男子１）一般男子１）一般男子１）一般男子 個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕

個人組手［シニアクラス 35歳以上］個人組手［シニアクラス 35歳以上］個人組手［シニアクラス 35歳以上］個人組手［シニアクラス 35歳以上］

（35歳以上の者は一般男子の中で選択可能）（35歳以上の者は一般男子の中で選択可能）（35歳以上の者は一般男子の中で選択可能）（35歳以上の者は一般男子の中で選択可能）

２）一般女子２）一般女子２）一般女子２）一般女子 個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手

３）高校生女子３）高校生女子３）高校生女子３）高校生女子 個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手

３）高校生男子３）高校生男子３）高校生男子３）高校生男子 個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手個人形・個人組手

４）中学生４）中学生４）中学生４）中学生 個人形〔1年～３年の男女別〕個人形〔1年～３年の男女別〕個人形〔1年～３年の男女別〕個人形〔1年～３年の男女別〕

個人組手［1年～３年の男女別］個人組手［1年～３年の男女別］個人組手［1年～３年の男女別］個人組手［1年～３年の男女別］

〔8名未満の時：男女別で2年と3年は〔8名未満の時：男女別で2年と3年は〔8名未満の時：男女別で2年と3年は〔8名未満の時：男女別で2年と3年は合同合同合同合同で編成する〕で編成する〕で編成する〕で編成する〕

５）小学生５）小学生５）小学生５）小学生 個人形個人形個人形個人形〔１年～６年の男女別〕〔１年～６年の男女別〕〔１年～６年の男女別〕〔１年～６年の男女別〕

個人組手〔１年～６年の男女別〕個人組手〔１年～６年の男女別〕個人組手〔１年～６年の男女別〕個人組手〔１年～６年の男女別〕

〔8名未満の時：男女別、学年合同で編成する〕〔8名未満の時：男女別、学年合同で編成する〕〔8名未満の時：男女別、学年合同で編成する〕〔8名未満の時：男女別、学年合同で編成する〕

６）幼稚園６）幼稚園６）幼稚園６）幼稚園 個人形[男女別〕・個人組手[男女別〕個人形[男女別〕・個人組手[男女別〕個人形[男女別〕・個人組手[男女別〕個人形[男女別〕・個人組手[男女別〕

６.　競技規定６.　競技規定６.　競技規定６.　競技規定 １）組手競技は、（財）全日本空手道連盟に準ずる。１）組手競技は、（財）全日本空手道連盟に準ずる。１）組手競技は、（財）全日本空手道連盟に準ずる。１）組手競技は、（財）全日本空手道連盟に準ずる。

・全種目共に、・全種目共に、・全種目共に、・全種目共に、６ポイント差で勝ちと６ポイント差で勝ちと６ポイント差で勝ちと６ポイント差で勝ちとする。する。する。する。

・・・・競技時競技時競技時競技時間は、1分のフルタイム、中学生以上の決勝戦は1分30秒、同ポイントは、判定となる。間は、1分のフルタイム、中学生以上の決勝戦は1分30秒、同ポイントは、判定となる。間は、1分のフルタイム、中学生以上の決勝戦は1分30秒、同ポイントは、判定となる。間は、1分のフルタイム、中学生以上の決勝戦は1分30秒、同ポイントは、判定となる。

２）形２）形２）形２）形競技の競技の競技の競技の予選、決勝は次表のとおり行う。予選、決勝は次表のとおり行う。予選、決勝は次表のとおり行う。予選、決勝は次表のとおり行う。

・幼稚園から一般まで全てトーナメン・幼稚園から一般まで全てトーナメン・幼稚園から一般まで全てトーナメン・幼稚園から一般まで全てトーナメント競技のフト競技のフト競技のフト競技のフラッグ制で実施する。ラッグ制で実施する。ラッグ制で実施する。ラッグ制で実施する。

資    格資    格資    格資    格

幼稚園生幼稚園生幼稚園生幼稚園生

小小小小 学学学学 １１１１ 年年年年 生生生生 かかかか らららら

小小小小 学学学学 3333 年年年年 生生生生 まままま でででで

小小小小 学学学学 ４４４４ 年年年年 生生生生 かかかか らららら

小小小小 学学学学 ６６６６ 年年年年 生生生生 まままま でででで

中中中中 学学学学 1111 年年年年 生生生生 かかかか らららら

中中中中 学学学学 3333 年年年年 生生生生 まままま でででで

高校生高校生高校生高校生

高校卒業以上高校卒業以上高校卒業以上高校卒業以上

高校生高校生高校生高校生

高校卒業以上高校卒業以上高校卒業以上高校卒業以上
＊剛柔流は、撃砕の形を選択する事ができる。(幼稚園～中学生）＊剛柔流は、撃砕の形を選択する事ができる。(幼稚園～中学生）＊剛柔流は、撃砕の形を選択する事ができる。(幼稚園～中学生）＊剛柔流は、撃砕の形を選択する事ができる。(幼稚園～中学生）

7.　注意事項7.　注意事項7.　注意事項7.　注意事項 1）組手競技の安全具について1）組手競技の安全具について1）組手競技の安全具について1）組手競技の安全具について

・メンホー・・・全空連指定のニューメンホーの新型を推奨する（小学生はアルフｱー面可）・メンホー・・・全空連指定のニューメンホーの新型を推奨する（小学生はアルフｱー面可）・メンホー・・・全空連指定のニューメンホーの新型を推奨する（小学生はアルフｱー面可）・メンホー・・・全空連指定のニューメンホーの新型を推奨する（小学生はアルフｱー面可）

・拳サポーター・・・全空連指定の赤、青拳サポーター ・拳サポーター・・・全空連指定の赤、青拳サポーター ・拳サポーター・・・全空連指定の赤、青拳サポーター ・拳サポーター・・・全空連指定の赤、青拳サポーター （学連・高体連・白・可）（学連・高体連・白・可）（学連・高体連・白・可）（学連・高体連・白・可）

 小学生は、リバーシブル以外も可 小学生は、リバーシブル以外も可 小学生は、リバーシブル以外も可 小学生は、リバーシブル以外も可

・ボディプロテクター・・・一般男子以外は着用（一般男子の着用も可）・ボディプロテクター・・・一般男子以外は着用（一般男子の着用も可）・ボディプロテクター・・・一般男子以外は着用（一般男子の着用も可）・ボディプロテクター・・・一般男子以外は着用（一般男子の着用も可）

・インステップガード、シンガード・・・小学生、中学生、高校生の着用可・インステップガード、シンガード・・・小学生、中学生、高校生の着用可・インステップガード、シンガード・・・小学生、中学生、高校生の着用可・インステップガード、シンガード・・・小学生、中学生、高校生の着用可

・セーフティカップ・・・中学生以上の男子は着用・・・〔使用なきものは失格〕・セーフティカップ・・・中学生以上の男子は着用・・・〔使用なきものは失格〕・セーフティカップ・・・中学生以上の男子は着用・・・〔使用なきものは失格〕・セーフティカップ・・・中学生以上の男子は着用・・・〔使用なきものは失格〕

・マウスピース・・・使用可・マウスピース・・・使用可・マウスピース・・・使用可・マウスピース・・・使用可

・老朽化しているもの破損しているものは更新し、人の安全が確保できるものを使用する事。・老朽化しているもの破損しているものは更新し、人の安全が確保できるものを使用する事。・老朽化しているもの破損しているものは更新し、人の安全が確保できるものを使用する事。・老朽化しているもの破損しているものは更新し、人の安全が確保できるものを使用する事。

2）組手は、参加者が8名未満の時は、男女別の学年合同などの編成を行う。2）組手は、参加者が8名未満の時は、男女別の学年合同などの編成を行う。2）組手は、参加者が8名未満の時は、男女別の学年合同などの編成を行う。2）組手は、参加者が8名未満の時は、男女別の学年合同などの編成を行う。

3）組手競技の出場選手は、入門して6ヶ月以上の者とする。3）組手競技の出場選手は、入門して6ヶ月以上の者とする。3）組手競技の出場選手は、入門して6ヶ月以上の者とする。3）組手競技の出場選手は、入門して6ヶ月以上の者とする。

4）組手競技の〔一般男子〕は、各会派、全空連のＡクラス有段者、Ｂクラス有級者とする。4）組手競技の〔一般男子〕は、各会派、全空連のＡクラス有段者、Ｂクラス有級者とする。4）組手競技の〔一般男子〕は、各会派、全空連のＡクラス有段者、Ｂクラス有級者とする。4）組手競技の〔一般男子〕は、各会派、全空連のＡクラス有段者、Ｂクラス有級者とする。

5）組手競技の〔一般男子〕シニアクラス３５歳以上については、  35歳以上の者で5）組手競技の〔一般男子〕シニアクラス３５歳以上については、  35歳以上の者で5）組手競技の〔一般男子〕シニアクラス３５歳以上については、  35歳以上の者で5）組手競技の〔一般男子〕シニアクラス３５歳以上については、  35歳以上の者で

競技種目競技種目競技種目競技種目

ベスト4までは、ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕、第1・第2指定形の中から形を選び、  同ベスト4までは、ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕、第1・第2指定形の中から形を選び、  同ベスト4までは、ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕、第1・第2指定形の中から形を選び、  同ベスト4までは、ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕、第1・第2指定形の中から形を選び、  同
じ形を繰返してよい。準決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び    得意じ形を繰返してよい。準決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び    得意じ形を繰返してよい。準決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び    得意じ形を繰返してよい。準決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び    得意
形から選び、繰り返す事は出来ない。形から選び、繰り返す事は出来ない。形から選び、繰り返す事は出来ない。形から選び、繰り返す事は出来ない。

ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。
ベスト８からは、別の形及び第１・第２指定形を含む得意形とし、ベスト８からは、別の形及び第１・第２指定形を含む得意形とし、ベスト８からは、別の形及び第１・第２指定形を含む得意形とし、ベスト８からは、別の形及び第１・第２指定形を含む得意形とし、
それ以降は同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更必要）それ以降は同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更必要）それ以降は同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更必要）それ以降は同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更必要）

低学年低学年低学年低学年

一 般  男 子一 般  男 子一 般  男 子一 般  男 子

高校生 男子高校生 男子高校生 男子高校生 男子

トーナメント競技フラッグ制 　   形の選択トーナメント競技フラッグ制 　   形の選択トーナメント競技フラッグ制 　   形の選択トーナメント競技フラッグ制 　   形の選択

幼   稚    園幼   稚    園幼   稚    園幼   稚    園

小　　学　　生小　　学　　生小　　学　　生小　　学　　生

ﾋﾟﾝｱﾝ・平安形・撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよいﾋﾟﾝｱﾝ・平安形・撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよいﾋﾟﾝｱﾝ・平安形・撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよいﾋﾟﾝｱﾝ・平安形・撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい

ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。ﾋﾟﾝｱﾝ、平安形、撃砕の中から形を選び、同じ形を繰返してもよい。
ベスト８からは、第１・第２指定形を含む上記と同一形も可とし、ベスト８からは、第１・第２指定形を含む上記と同一形も可とし、ベスト８からは、第１・第２指定形を含む上記と同一形も可とし、ベスト８からは、第１・第２指定形を含む上記と同一形も可とし、
同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更可能）同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更可能）同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更可能）同じ形を繰返してもよい。（ベスト８からは、変更可能）

小　　学　　生小　　学　　生小　　学　　生小　　学　　生

高学年高学年高学年高学年

ベスト4までは、第1・第2指定形の中から形を選び、同じ形を繰返してよい。 準ベスト4までは、第1・第2指定形の中から形を選び、同じ形を繰返してよい。 準ベスト4までは、第1・第2指定形の中から形を選び、同じ形を繰返してよい。 準ベスト4までは、第1・第2指定形の中から形を選び、同じ形を繰返してよい。 準
決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び得意形から選び、繰り返す事は決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び得意形から選び、繰り返す事は決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び得意形から選び、繰り返す事は決勝と決勝は、それまで選んだ形と違う形及び得意形から選び、繰り返す事は
出来ない。出来ない。出来ない。出来ない。

一 般  女 子一 般  女 子一 般  女 子一 般  女 子

高校生 女子高校生 女子高校生 女子高校生 女子

中　　学　　生中　　学　　生中　　学　　生中　　学　　生



       一般男子組手Ａクラス有段者は、5年以上のﾌﾞﾗﾝｸがあれば選択可とする。   一般男子組手Ａクラス有段者は、5年以上のﾌﾞﾗﾝｸがあれば選択可とする。   一般男子組手Ａクラス有段者は、5年以上のﾌﾞﾗﾝｸがあれば選択可とする。   一般男子組手Ａクラス有段者は、5年以上のﾌﾞﾗﾝｸがあれば選択可とする。

6）眼鏡、コンタクトレンズは使用禁止とする。ただしソフトは可。6）眼鏡、コンタクトレンズは使用禁止とする。ただしソフトは可。6）眼鏡、コンタクトレンズは使用禁止とする。ただしソフトは可。6）眼鏡、コンタクトレンズは使用禁止とする。ただしソフトは可。

7）抽選後の選手の変更は認めない。発覚した場合は失格とする。7）抽選後の選手の変更は認めない。発覚した場合は失格とする。7）抽選後の選手の変更は認めない。発覚した場合は失格とする。7）抽選後の選手の変更は認めない。発覚した場合は失格とする。

8）競技場内の立入りは、選手、役員のみとし、写真ビデオ撮影は観客席からとする。8）競技場内の立入りは、選手、役員のみとし、写真ビデオ撮影は観客席からとする。8）競技場内の立入りは、選手、役員のみとし、写真ビデオ撮影は観客席からとする。8）競技場内の立入りは、選手、役員のみとし、写真ビデオ撮影は観客席からとする。

9）幼稚園と小学生組手は、安全具を確実に身につけるように9）幼稚園と小学生組手は、安全具を確実に身につけるように9）幼稚園と小学生組手は、安全具を確実に身につけるように9）幼稚園と小学生組手は、安全具を確実に身につけるように

   各団体責任者は、児童に指示と装着の補助をする事。   各団体責任者は、児童に指示と装着の補助をする事。   各団体責任者は、児童に指示と装着の補助をする事。   各団体責任者は、児童に指示と装着の補助をする事。

10）形10）形10）形10）形競技の2競技の2競技の2競技の2名同時演武のコート入場方法について（右図）名同時演武のコート入場方法について（右図）名同時演武のコート入場方法について（右図）名同時演武のコート入場方法について（右図）

   個人形は、県大会と同じ斜めに入りお互いの礼は、省略する（右図）   個人形は、県大会と同じ斜めに入りお互いの礼は、省略する（右図）   個人形は、県大会と同じ斜めに入りお互いの礼は、省略する（右図）   個人形は、県大会と同じ斜めに入りお互いの礼は、省略する（右図）

8.　会場使用上の注意事項8.　会場使用上の注意事項8.　会場使用上の注意事項8.　会場使用上の注意事項

1111）保護者の競技場内の立入りは、許可されたエリアで座っての応援とする。）保護者の競技場内の立入りは、許可されたエリアで座っての応援とする。）保護者の競技場内の立入りは、許可されたエリアで座っての応援とする。）保護者の競技場内の立入りは、許可されたエリアで座っての応援とする。

2）南体育館は駐車場が少ない為、各団体宛１台分の駐車ステッカーを2）南体育館は駐車場が少ない為、各団体宛１台分の駐車ステッカーを2）南体育館は駐車場が少ない為、各団体宛１台分の駐車ステッカーを2）南体育館は駐車場が少ない為、各団体宛１台分の駐車ステッカーを

     抽選会にてお渡ししていますので当日ご持参し誘導員の指示に従って     抽選会にてお渡ししていますので当日ご持参し誘導員の指示に従って     抽選会にてお渡ししていますので当日ご持参し誘導員の指示に従って     抽選会にてお渡ししていますので当日ご持参し誘導員の指示に従って

    ください。それ以外の方は、 近くの公・私営の駐車場 に停めて下さい。    ください。それ以外の方は、 近くの公・私営の駐車場 に停めて下さい。    ください。それ以外の方は、 近くの公・私営の駐車場 に停めて下さい。    ください。それ以外の方は、 近くの公・私営の駐車場 に停めて下さい。

    隣の図書館の駐車場は使用禁止ですので、何卒宜しく御願い致します。    隣の図書館の駐車場は使用禁止ですので、何卒宜しく御願い致します。    隣の図書館の駐車場は使用禁止ですので、何卒宜しく御願い致します。    隣の図書館の駐車場は使用禁止ですので、何卒宜しく御願い致します。

    ＊有料駐車場案内 ： 花の国 駐車場　600円/1日    ＊有料駐車場案内 ： 花の国 駐車場　600円/1日    ＊有料駐車場案内 ： 花の国 駐車場　600円/1日    ＊有料駐車場案内 ： 花の国 駐車場　600円/1日

3）体育館の2階に団旗を掲揚する時、高校生以上で行う事。3）体育館の2階に団旗を掲揚する時、高校生以上で行う事。3）体育館の2階に団旗を掲揚する時、高校生以上で行う事。3）体育館の2階に団旗を掲揚する時、高校生以上で行う事。

4）体育館の玄関は、靴入れが少ないので各自が持って管理する事。4）体育館の玄関は、靴入れが少ないので各自が持って管理する事。4）体育館の玄関は、靴入れが少ないので各自が持って管理する事。4）体育館の玄関は、靴入れが少ないので各自が持って管理する事。

5）成人の喫煙は、指定された喫煙エリアで行う事。5）成人の喫煙は、指定された喫煙エリアで行う事。5）成人の喫煙は、指定された喫煙エリアで行う事。5）成人の喫煙は、指定された喫煙エリアで行う事。

9.　参加資格9.　参加資格9.　参加資格9.　参加資格 １）横須賀市空手道協会に所属する団体とする。１）横須賀市空手道協会に所属する団体とする。１）横須賀市空手道協会に所属する団体とする。１）横須賀市空手道協会に所属する団体とする。

2）逗葉空手道連盟・鎌倉市空手道連盟に所属する団体の出場も認める。2）逗葉空手道連盟・鎌倉市空手道連盟に所属する団体の出場も認める。2）逗葉空手道連盟・鎌倉市空手道連盟に所属する団体の出場も認める。2）逗葉空手道連盟・鎌倉市空手道連盟に所属する団体の出場も認める。

10.　申し込み10.　申し込み10.　申し込み10.　申し込み 1）大会出場申込書、納入明細書、大会関連要請書、広告の原紙、1）大会出場申込書、納入明細書、大会関連要請書、広告の原紙、1）大会出場申込書、納入明細書、大会関連要請書、広告の原紙、1）大会出場申込書、納入明細書、大会関連要請書、広告の原紙、

　　振込み金受取書　　振込み金受取書　　振込み金受取書　　振込み金受取書（コピー及びメール可）を添えて申し込んで下さい。（コピー及びメール可）を添えて申し込んで下さい。（コピー及びメール可）を添えて申し込んで下さい。（コピー及びメール可）を添えて申し込んで下さい。

＊申込みを電子書式で行う方は、下記ｱﾄﾞﾚｽに書式要望のﾒｰﾙを送信して下さい。＊申込みを電子書式で行う方は、下記ｱﾄﾞﾚｽに書式要望のﾒｰﾙを送信して下さい。＊申込みを電子書式で行う方は、下記ｱﾄﾞﾚｽに書式要望のﾒｰﾙを送信して下さい。＊申込みを電子書式で行う方は、下記ｱﾄﾞﾚｽに書式要望のﾒｰﾙを送信して下さい。

             ｱﾄﾞﾚｽ : ｱﾄﾞﾚｽ : ｱﾄﾞﾚｽ : ｱﾄﾞﾚｽ : ssato-itoh@jcom.home.ne.jp   ssato-itoh@jcom.home.ne.jp   ssato-itoh@jcom.home.ne.jp   ssato-itoh@jcom.home.ne.jp   　注意） 今回から変更になってます。 　注意） 今回から変更になってます。 　注意） 今回から変更になってます。 　注意） 今回から変更になってます。

横須賀市空手道協会事務局宛横須賀市空手道協会事務局宛横須賀市空手道協会事務局宛横須賀市空手道協会事務局宛

3）申込先 : 3）申込先 : 3）申込先 : 3）申込先 : 〒238－0026　横須賀市小矢部1-35-38〒238－0026　横須賀市小矢部1-35-38〒238－0026　横須賀市小矢部1-35-38〒238－0026　横須賀市小矢部1-35-38

横須賀市空手道協会事務局長 横須賀市空手道協会事務局長 横須賀市空手道協会事務局長 横須賀市空手道協会事務局長 伊藤　覚伊藤　覚伊藤　覚伊藤　覚　宛　宛　宛　宛

ＴＥＬ　：　048-835-9865ＴＥＬ　：　048-835-9865ＴＥＬ　：　048-835-9865ＴＥＬ　：　048-835-9865 ＊締め切り後は一切認めません。＊締め切り後は一切認めません。＊締め切り後は一切認めません。＊締め切り後は一切認めません。

第２回理事会 １8：30～２0：3０第２回理事会 １8：30～２0：3０第２回理事会 １8：30～２0：3０第２回理事会 １8：30～２0：3０

場所：横須賀学院（1階 第１会議室）場所：横須賀学院（1階 第１会議室）場所：横須賀学院（1階 第１会議室）場所：横須賀学院（1階 第１会議室）

11.　参加費11.　参加費11.　参加費11.　参加費 　一人一種目　1,500円  、高校生・一般　2,000円　一人一種目　1,500円  、高校生・一般　2,000円　一人一種目　1,500円  、高校生・一般　2,000円　一人一種目　1,500円  、高校生・一般　2,000円

12.　広告費12.　広告費12.　広告費12.　広告費 広告協賛の御協力をお願い致します。広告協賛の御協力をお願い致します。広告協賛の御協力をお願い致します。広告協賛の御協力をお願い致します。

広告料　　　広告料　　　広告料　　　広告料　　　（A）全紙：20，000円　（B）1/2紙：10，000円　（Ｃ）1/4紙：5，000円（A）全紙：20，000円　（B）1/2紙：10，000円　（Ｃ）1/4紙：5，000円（A）全紙：20，000円　（B）1/2紙：10，000円　（Ｃ）1/4紙：5，000円（A）全紙：20，000円　（B）1/2紙：10，000円　（Ｃ）1/4紙：5，000円

13.　参加費と広告費の納入方法････大会出場費明細書に項目が入っています。13.　参加費と広告費の納入方法････大会出場費明細書に項目が入っています。13.　参加費と広告費の納入方法････大会出場費明細書に項目が入っています。13.　参加費と広告費の納入方法････大会出場費明細書に項目が入っています。

納入方法については、納入方法については、納入方法については、納入方法については、4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。

振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝本店営業部 ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝本店営業部 ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝本店営業部 ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝本店営業部 ００１－０１５７１３２　　　

＊ご不明の場合は、事務局会計：＊ご不明の場合は、事務局会計：＊ご不明の場合は、事務局会計：＊ご不明の場合は、事務局会計：清水清水清水清水まで連絡してください。まで連絡してください。まで連絡してください。まで連絡してください。
                                                                                        携帯：090-4168-6510携帯：090-4168-6510携帯：090-4168-6510携帯：090-4168-6510

14.　団体年度会費について････大会出場費明細書に項目が入っています。14.　団体年度会費について････大会出場費明細書に項目が入っています。14.　団体年度会費について････大会出場費明細書に項目が入っています。14.　団体年度会費について････大会出場費明細書に項目が入っています。

平成30年度の団体年度会費 15,000円の支払いを御願い致します。平成30年度の団体年度会費 15,000円の支払いを御願い致します。平成30年度の団体年度会費 15,000円の支払いを御願い致します。平成30年度の団体年度会費 15,000円の支払いを御願い致します。

納入方法については、納入方法については、納入方法については、納入方法については、4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。4/10(火）までに、下記指定の口座に振り込んで下さい。

振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝ ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝ ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝ ００１－０１５７１３２　　　振込先は、    湘南信用金庫本店 ： 口座番号 ＝ ００１－０１５７１３２　　　

15.　備　　考15.　備　　考15.　備　　考15.　備　　考 １）傷害の際は応急処置のみ行う。又、大会は保険に入り傷害は、その契約の範囲で１）傷害の際は応急処置のみ行う。又、大会は保険に入り傷害は、その契約の範囲で１）傷害の際は応急処置のみ行う。又、大会は保険に入り傷害は、その契約の範囲で１）傷害の際は応急処置のみ行う。又、大会は保険に入り傷害は、その契約の範囲で

   対応する。それ以外は本人の責任に帰属する。   対応する。それ以外は本人の責任に帰属する。   対応する。それ以外は本人の責任に帰属する。   対応する。それ以外は本人の責任に帰属する。

２）各団体，個人は、スポーツ傷害保険への加入をお願いします。２）各団体，個人は、スポーツ傷害保険への加入をお願いします。２）各団体，個人は、スポーツ傷害保険への加入をお願いします。２）各団体，個人は、スポーツ傷害保険への加入をお願いします。

３）傷害の際、必ず当日、救護に応急処置をしてもらう事。その時、治療を要する場合３）傷害の際、必ず当日、救護に応急処置をしてもらう事。その時、治療を要する場合３）傷害の際、必ず当日、救護に応急処置をしてもらう事。その時、治療を要する場合３）傷害の際、必ず当日、救護に応急処置をしてもらう事。その時、治療を要する場合

　　は、医療機関を紹介する。　　は、医療機関を紹介する。　　は、医療機関を紹介する。　　は、医療機関を紹介する。

2）2）2）2）締切日 : 4月10日（火）締切日 : 4月10日（火）締切日 : 4月10日（火）締切日 : 4月10日（火）

　 既にアドレスを横須賀空手道協会に登録している団体は、メールで送信します。　 既にアドレスを横須賀空手道協会に登録している団体は、メールで送信します。　 既にアドレスを横須賀空手道協会に登録している団体は、メールで送信します。　 既にアドレスを横須賀空手道協会に登録している団体は、メールで送信します。

4）抽選会 : 4月19日（木）4）抽選会 : 4月19日（木）4）抽選会 : 4月19日（木）4）抽選会 : 4月19日（木）
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赤 青

演武終了後、判定を受ける位置


