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関係各位

国際空手道連盟極真会館安斎道場
大会実行委員長

安斎

正明

2018 I B KO東北地区空手道型選抜大会

開催のお知らせ
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます｡
昨年は皆様のご支援ご協力により各種大会を無事開催することができましたことを深く感謝申し
上げます｡
このたび､ 2018 I BKO東北地区空手道型選抜大会を下記日程にて開催する運びとなりました｡

この大会はI BKO第10回全日本空手造型選手権大会東北地区選抜になり､全日本選抜クラスは

東北地区の選手のみが出場可能です｡全日本出場権は各クラス個人戦:上位2名､団体戦:上位2
チームが第10回全日本空手造型選手権大会の出場権を獲得できます｡
つきましては申込み期日までに出場申込書と出場料を大会事務局にご提出下さいます様ご案内
申し上げます｡

謹白

2018東北地区空手造型選抜大会
2018年5月20日(冒)

郡山カルチャーパークアリーナ
福島県郡山市安横町成田字東丸山61番地

TELO24･947･1600

※駐車場は宮前駐車場をご利用くさだいますようお願い致します｡
出場料

4,000円

※食中毒防止のためお弁当の配布は致しません｡

各自ご準備の程､宜しくお願い致します｡
申込締切
問い合わせ先

2018年4月28日(土)大会事務局必着厳守

国際空手道連盟極真会館安斎道場
〒963‑8006福島県郡山市赤木町2‑17
事務局:白土洋子090‑7325‑9483

TELO90‑7937･0530

mXO24･922･6414

メール: y.anzaidojo@gmail.com

2018 I BKO束北地区空手造型選抜大会
( I BKO第10回全日本空手道型選手権大会束北地区選抜)
S主催:国際空手道連盟極真会館安斎道場
○日時:2018年5月20日(日)

開場:9時

○会場:郡山カルチャーパーク

選手受付:午前9時30分〜 (個人受付)

アリーナ

開会式:午前10時

〒963‑0112福島県郡山市安横町成田字東丸山61 ℡024‑947‑1600

■駐車場:郡山カルチャーパーク宮前駐車場をご利用ください｡
この度､上記日程にて2018 I BKO東北地区空手道型選抜大会を開催する運びとなりました｡

本大会は東北地区選抜大会のため､全日本選抜クラスは個人戦･団体戦共に東北地区の選手のみが出場可能です｡
全日本出場権は､個人戦:各クラス上位2名､団体戦:各クラス上位2チームが獲得できます｡
全日本選抜対象外のクラスは個人戦･団体戦共に東北地区以外の選手も出場可能です｡
出場者は､申込書･出場料を添えて大会事務局までお申し込み下さい｡
看申込方法:以下① ･ ②を現金書留にて大会事務局宛に郵送願います｡
①出場申込書
②出場料※食中毒防止の為､弁当はでませんので各自ご準備をお願い致します｡
【個人戦】 4,000円

【団体戦】個人戦出場者:無料

団体戦にのみ出場者は4, 000円

○諸事情により不参加となった場合は必ず大会事務局まで連絡をお願い致します｡
※一旦納入した参加費はいかなる理由でも返却は致しません｡
S申込締切: 2018年4月28日(土)必着厳守
○大会事務局:極真会館安斎道場

〒963‑8006福島県郡山市赤木町2‑17

【個人戦】

TELO90‑7937‑0530

FAXO24‑922‑6414

【団体戦:lチーム3名】

個人戦(全日本選抜対象外) 仄8ｵｨ顥m｢
①少年部初級無紋〜8級

霈白

②少年部中級8級〜5級 兌ﾘ
③少年部上級4級〜 兌ﾘ
uR
④一般部初.中級無紋〜5級
⑤一般部上級4級〜

霈

兌ﾘ

団体戦(全日本選抜対象外) 仄8ｵｨ顥m｢
⑪少年部初級無紋〜8級
霈白
⑳少年部中級8級〜5級 兌ﾘ
⑳少年部上級4敬一 兌ﾘ
uR

b
uR
★団体戦(全日本選抜)※東北地区選手のみ 仄8ｵｨ

★個人戦(全日本選抜)※束北地区選手のみ 冰ﾉ
⑥幼年(男女混合)
(⑦小l(男女混合)

霈白

決勝戦

太極Ⅲ

兌ﾘ

平安Ⅱ

⑳小学生

兌ﾘ

⑳中学生

佇(ﾝ8惲

⑳一般部

ｸ*ｸ,ﾈﾅ

★全日本選抜は上位2チームが全日本出場権獲得!

⑧小2(男女混合)
⑨小3(男女混合)
⑩小4(男女混合)

兌ﾘ

uR

平安Ⅳ

※団体戦中学生(小学生の参加は不可)
※団体戦一般部(中学生のみのチーム編成は不可)

⑪小5女子
⑫小5男子

⑱小6女子
⑭小6男子
⑮中学男子

Ym｢

ub

佇(ﾝ8惲

突きの型

⑯中学女子
⑰マスター女子(35歳以上)

ｨ

,

撃砕小

⑱マスター男子(38歳以上)
⑲一般女子(高校以上35歳未満) 佇(ﾝ8惲

征遠鎮

⑳一般男子(高校以上38歳未満)

★全日本選抜は上位2名が全日本出場権獲得!

※参加者が少ない場合は個人戦･団体戦ともにクラス統合もありますので､ご了承下さい｡

型試合採点基準
I.客観性
I.正確さ
I )立ち方(膝の張り､腰の位置､腰の切れ､足の位置)
Ⅱ)技の正確さ(目標､コース)
Ⅲ )演武の方位(技をかける方向が正しいか)

Ⅳ)演武線(開始位置と終了位置が同一か)
Ⅴ )技の順序(間違いや脱落はないか)

2.カの強弱及び気合･気迫
I )着眼(仮想散を捉えているか｡目付け､残心)
Ⅱ )気合(力強い気合)
Ⅲ )技の乱れ(力みにより技が乱れていないか)

3.身体の伸縮､転身
I )バランス(中心及び重心の確保による身体の移動)
Ⅱ )運足(足の運びはすり足となり､正しい軌跡であるか)
Ⅲ )腰の上下動(移動の時､腰の位置が一定に保たれているか)

4.技の麗急
I )威力､撞め(技の威力､技の短めがあるか)

5.型の｢流れ｣と表現力
I )演武時間(所定の時間内に終了しているか)
Ⅱ )墟端なクセ(技､立ち方､目付け､移動にクセはないか)

2.主観性
1.正確さ
I )入場及び退場(入退場時､堂々と胸を張り表情を引き締める)

2.カの強弱及び気合･気迫
I )力の強弱(必要とする瞬間に力を一点集中しているか｡力の抜き差し)
Ⅱ )呼吸(乱れがなく技と呼吸が一致しているか)

3.身体の伸縮､転身
I )伸縮(技に適した体勢に至る､身体の速さ)
Ⅱ )身のこなし(次の技に向かう時の各動作が速やかに繋がっているか)

4.技の緩急
I )技の速さ(型の意味に沿った技の速さの相違)
Ⅱ )集中力(動作一つ一つが生かされているか)

5.技の｢流れ｣と表現力
I )技の特徴(技の持つ意味を正しく理解しているか)

Ⅱ )個性(年齢､体力､性別による個性の表現があるか)
Ⅲ )流れ(よどみのない流れがあり､ギクシヤクしていないか)

2018 I BKO東北地区空手道型選抜大会【出場申込書】
( I BKO第10回全日本空手造型選手権大会束北地区選抜)
開催日:2018年5月20日(日)

会場:郡山カルチャーパーク

大会会長:安斎

友吉

大会審判長:安斎

アリーナ

正明

私儀､下記の通り本大会のルールに従って正々堂々技を競い合うことをここに誓います｡
I, the undersigned, dohereby swear that I will obey the rules of this tourmment and fight fairly.

2018年

月

個人戦:出場クラス名【

】 【

番】

団体戦:出場クラス名【
※出場クラス名クラス番号を必ず記入してください｡

】 【

番】

日

(選手が未成年の場合は保護者名をお願い致します｡ )
ふりがな(必ず記入) 選手氏名 Name 窒

生年月日

DateofBirth

職業(学年) Occupation

緬&｢顋r

年令

Age

住所 Address

連絡先 TEL

所属団体(道場)令 Dojoname
所属団体(道場)住所 DojoAddress
段位

Dan

定ｸ

修行年数

Experience

戦歴 WarCareer

第10回全日本大会
侘)
ﾉ
ﾒ
洩ﾉYB宙
x肩犬
(大会名)
【型の部】 出場権(推薦)
9 ﾉ ﾒ
洩ﾉYB宙 x肩犬
獲得状況

忠

X檠kﾂ

※既に第10回全日本大会【型の部】出場権(推薦)獲得済みの選手は必ず記入!

【団体戦申込書】※団体戦チーム代表者のみ記入 劔凵寶o場クラス 【全日本選抜対象外】 ⑳少年部初級 ⑳少年部中級 ⑳少年部上級 【★全日本選抜】 ⑭小学生 ⑳中学生
出場クラス名()

劔俘

チーム名(ふりがな)

)

選手名 剪c体(道場)名 乂yD竕D驃竰
I

2

3

※団体戦はlチーム3名

※参加チームが少ない場合はクラス統合もありますのでご了承くださいo⑳̲般部

