
                                令和３年４月吉日 

団体責任者各位 

 

IBKO 第１回横浜ワールドカップ「型」選抜指定大会 

第４回東日本「型」選手権大会 

 

拝啓、春暖の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、IBKO 選抜『第４回東日本型大会』を下記日程にて開催致します。本大会は、２０

２１年１１月２３日に横浜市で開催される「IBKO 第１回ワールドカップ」の選抜大会とな

ります（上級クラス各階級上位２名、団体戦・DUO 上位２チームがワールドカップ出場権

利を獲得します）。 

※本大会は所属地区に関係なく全国から出場可能な大会となっております。 

 

また、初級・中級のクラスを設け、初心者にも出場しやすい大会と致しました。 

 

敬具 

 

 

 

【開催日】  ２０２１年６月２０日（日） 

◉初級～中級 ８時１５分開場・９時１５分試合開始（予定） 

◉選抜   １１時４５分開場・１２時３０分試合開始（予定） ※二部制 

【会 場】  葛飾橋病院体育館 

       〒125-0041 東京都葛飾区東金町７－３３－１ 

【クラス】  ◉個人戦→初級・中級・選抜 

       ◉団体戦（3 人組）→選抜 

       ◉ＤＵＯ（2 人組）→選抜 

【参加費】  【個人戦】→  ◉初級・中級 ３０００円、 ◉選抜 ４０００円 

       【団体戦】、【ＤＵＯ】 → １人１０００円  

【主 催】  極真会館坂本派 極真礼心會 

       極真会館坂本派東京下町本部 金町道場 

 

【問い合わせ先】 極真会館坂本派東京下町本部 金町道場 

         ☎ 03-5876-6423    メール gyarry.ryuko@gmail.com 

【送付先】    〒279-0023  千葉県浦安市高洲 6-1-8-902 「礼心會事務局」 宛 

 

【〆切日】  ２０２１年５月２３日（日） 必着 

mailto:gyarry.ryuko@gmail.com


　　　　　　　

２０２１年６月２０日（日）
開場　　８時１５分　・　試合開始　９時１５分（予定）
開場　１１時４５分　・　試合開始１２時３０分（予定）

葛飾橋病院体育館
〒125-0041　　 東京都葛飾区東金町７－３３－１

（個人戦）　　選抜　　　 　 ４，０００円
　　 　 （個人戦）　　初級・中級　３，０００円　　　←※下記注意事項③参照

（団体戦）　　選抜　　　 　　１，０００円（１人）
    　　   　（ＤＵＯ）　　　選抜　　 　　　１，０００円（１人）

【申込方法】 出場料、出場申込書、出場申込総括表を団体一括で現金書留にてお送り下
さい。
〒279-0023　　　　　　千葉県浦安市高洲６-１-８-９０２ 「礼心會事務局」　宛
TEL　047-700-7377　

【主催】 極真会館坂本派　極真礼心會
極真会館坂本派　金町道場

【大会事務局】 極真会館坂本派　金町道場
☎　03-5876-6423 メール gyarry.ryuko@gmail.com

【公式ホームページ】　　　極真空手金町道場

【〆切日】 ２０２１年５月２３日（日）　必着

【注意事項】

　します。必ずご確認下さい。

　スには出場できません。
④参加人数の少ないクラスは、事前に連絡し統廃合することがあります。
⑤既得権者が今大会でも権利を獲得した場合、次点の選手を繰上選抜とします。
⑥諸事情により出場不能となった場合は速やかに大会事務局までご連絡下さい。一旦納入された出場料は
　いかなる理由があっても返却いたしません。中止となったクラスの出場料は返却致します。
⑦試合中、負傷又は事故が生じた場合、主催者は応急処置をしますがそれ以上の責任を負いません。
　各自保険に加入しておいてください。尚、試合当日は健康保険証又はそのコピーを持参してください。
⑧出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名、道場名など）は、主催者の関
　係する広告、ホームページ、SNS等に使用することがあります。予めご了承下さい。
⑨ウイルス感染防止対策の為、会場内での飲食は禁止とします（選手の飲料を除く）。
⑩ゼッケンは大会当日、選手受付時にお渡しします。パンフレットはございません。　HPより試合順を印刷し
　てお持ちください。

※体育館前が病院となっている為、必ず守って下さい。

IBKO　第１回横浜ワールドカップ選抜指定　　

体育館周辺の喫煙は絶対に禁止とします。

【送付先】

【開催日】　　　

【会　 場】　　　　　　　　

《本大会は、所属地区に関係なく全国から出場出来る「指定選抜大会」となります》

【クラス・出場料】

①試合順、選手、付添い等に関する当日注意事項（感染予防対策を含む）は大会前にHP（金町道場）に掲載

③各地区型大会（交流大会レベルは除く）での入賞経験者、又は全日本型大会出場経験者は初級、中級クラ
②選抜クラスの上位２名（２チーム）は、第１回ワールドカップの出場権を獲得します。

（二部制）

第４回東日本「型」大会 出場要綱

　◉（初級～中級）　⇒
　◉（選抜）　　　⇒　　

地図をご覧になれます

※参加者集計後に上記時間を変更する場合がございます。後日、決定した時間をメー
ル、HP等でお知らせ致しますので、必ずご確認下さい。

駐車場、路上での喫煙も禁止です。
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１、審判基準　　

２、クラス（階級）・型 ※別紙参照

３、試合の方法

　　【個人戦】 ①各階級予選指定型を一人ずつ単独で行う。２～３名の審判員が評価を行なう。

②上位２名が決勝戦に進出する。

　同点の場合、演技構成点が高い方を勝者とする。演技構成点も同点の場合は再試合により決

　着する。 ※初級クラスは、演技構成点はなく、技術点（基礎点・技術点）のみで評価を行う）

　 ③決勝戦は、各クラス決勝指定型を一人ずつ単独で行う。３名、又は５名の審判員による旗判定

　で決まる。引き分けは無い。

　　【団体戦】 ①チームの構成員全員が同じ各階級予選指定型を同時に行なう。開始と終了が同時である事以

　外は自由とする。　開始位置、方向は定めない。鳴り物、音楽の使用は禁ずる。

②２～３名の審判員が評価を行なう。上位２チームが決勝戦に進出する。

　同点の場合、演技構成点が高いチームを勝者とする。演技構成点も同点の場合は、再試合

により決着する。

③決勝戦は、チームの構成員全員が同じ各クラス決勝戦指定型を行なう。３名、又は５名の審

　判員による旗判定で決まる。引き分けは無い。

◉チームの２人が、開始位置で正面へ向かい横に並び、同時に開始し同時に終了する。

他は団体戦と同じ規約にする。

４、着　　衣 選手は清潔な空手道衣を着用すること。袖、裾の折り返しを禁ずる。

５、評価基準 技術点と演技構成点により評価を行なう。

団体戦

DUO

※団体戦・ＤＵＯによる協調性とは、メンバーの動きが一糸乱れず（団体戦は、演出上異なる動作

を行なうことが可能だが、チーム全体の動きが規定型と見てとれるものでなければならない）、移

動、突き、蹴りのスピードが同一である事が求められる。但し、著しく身長差がある場合、突き、蹴

りの軌道（角度）見るものとする。

６、失　　格 ①審判員の指示に従わず、悪質な試合態度とみなされた時。判定時の「雄叫び」「ガッツポーズ」

　等礼節を欠いた態度を取った場合、失格となることがあります。

②出場時刻に遅れたり、出場しない時。

③申告した型と異なる型を演技した時。演技を途中で中止した時。　

　※初級クラスはこの限りではない

７、その他 ①道場・流派・会派による細部動作等の相違や気合の箇所の相違は評価基準の対象と致しませ

　ん。

②判定に対する抗議は一切認めません。

型試合規約

審判員及び審議委員は同等の権限をもって協議の審査に当たるが、協議に関する最終決定は
すべて審判長の裁可による。旗判定は3名、又は5名の審判員がどちらか一方の旗を上げて行
う。引き分けはない。審判員はそれぞれに異議を申し立て競技する権限を有する。

技術点　（５０点満点）

基礎点　（２５点満点）技術点　（２５点満点）

　 　【ＤＵＯ】

演技構成点　（５０点満点）

気の吸収/充満/解放力・表現力・芸術性

上記　＋　協調性・創作性・オリジナリティ

　 上記　＋　協調性

体軸のブレ 極め技（安定、加速度）

予備動作 軌道・止め（気合）

目線



　　【選抜クラス】
予　選 決勝戦

① 　小学１年 （男女混合）
② 　小学２年 （男女混合）
③ 　小学３年 （男女混合）
④ 　小学４年 （男女混合）
⑤ 　小学５年 （男子） ⑥ （女子）
⑦ 　小学６年 （男子） ⑧ （女子）
⑨ 中学生 （男子） 平安 ５
⑩ 中学生 （女子） 撃砕大
⑪ 　グランドシニア　男子（６０歳以上） 転掌 征遠鎮
⑫ 　シニア 　　女子　 （４８歳以上） 最破 征遠鎮
⑬ 　シニア 　　男子　 （５０歳以上） 最破 征遠鎮
⑭ 　マスター　女子　 最破 征遠鎮
⑮ 　マスター　男子　 最破 征遠鎮
⑯ 　一般　　　女子　 （高校生～３４歳） 征遠鎮 観空
⑰ 　一般　　　男子　 （高校生～３７歳） 十八 観空
⑱ 平安 ３ 平安 ３
⑲ 撃砕小 撃砕小
⑳ 平安 ５ 平安 ５
㉑ 平安 ２ 平安 ２
㉒ 平安 ５ 平安 ５
㉓ 征遠鎮 征遠鎮

　　【初級・中級クラス】
予選・決勝

㉔ 　幼　年 （男女混合） 　　賞経験者、又は全日本型大会出場経験者は、初

㉕ 　小学１年 （男女混合） 　　級・中級クラスには出場できません。

㉖ 　小学２年 （男女混合）
㉗ 　小学３年 （男女混合） 　※「初級・中級クラス」は帯や空手歴に関係なく出場

㉘ 　小学４年 （男女混合） 　　　できますが、節度をもって出場してください。

㉙ 　小学５年 （男女混合）
㉚ 　小学６年 （男女混合）
㉛ 　小学1～3年混合
㉜ 　小学4～6年混合
㉝ 　中学生 （男女混合）
㉞ 　高校生 ～39歳 （男女混合）
㉟ 　40歳以上 （男女混合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場申込書               　 　  〆切日2/29（土）必着

私儀、本大会のルール、規約に同意し、正々堂々と技を競い合う事を誓います。

　　　　　保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

年　齢

小学 ・ 中学 西暦 級
高校 年 歳 段 色

　(選抜)①～⑰　4,000円、　 (初・中級)㉔～㉟　3,000円

　(団体戦、ＤＵＯ)⑱～㉓　1人1,000円

出場申込書 〆切日　5/23（日）必着

団体戦　一般　　※２名以内の中学生以下含む編成可

ＤＵＯ　　小学生　※１名幼年を含む編成可

ＤＵＯ　　中学生　※１名小学生含む編成可

クラス

（男女混合）

　※各地区の型大会（交流大会レベルは除く）での入

【初級】

太極 1

【中級】

平安 1

クラス

平安 １

平安 ２

３人制

２人制

平安 ２

平安 ４

平安 ４ 撃砕大

（３８歳～ ４９歳）
（３５歳～４７歳）

最破

※マスター、シニア、一般は、２０２
１年１１月２３日時点での年齢を基

準にクラスを選択してください。

団体戦　小学生　※２名以内の幼年含む編成可

団体戦　中学生　※２名以内の小学生含む編成可

性　　別（ふりがな）

出場
クラス 選抜

上記番号を記入

年小・年中・年長

初級
中級

　　　年　　　　月　　　　　日

電話番号

団体戦
ＤＵＯ

上記番号を記入

級　・　段位

チーム名

男　・　女

出場料 円合計

ＤＵＯ　　一 般　  ※１名中学生以下含む編成可

上記番号を記入

（男女混合）

学　年

名　前

IBKO選抜　　第４回東日本「型」大会

試合中及び施設内外での事故、負傷、盗難等があった場合の責任は一切を自身、並びに保護者が負い、主催者に異議
申し立て、損害を与えません。

所属団体・道場名
（支部名）

団体代
表氏名

帯　　色生年月日



会場　　葛飾橋病院体育館
住所　　〒125-0041　東京都葛飾区東金町7-33-1 

◉公共機関でお越しの方
JR金町駅南口または京成金町駅から東武バス （5番乗り場） から三郷団地方面行きか、
新三郷駅方面行きのバスに乗って頂き、5番目停留所「桜土手」（乗車時間5～10分）または
東金町循環「東金町7丁目」下車徒歩約3分です。

◉タクシーでお越しの方
JR金町駅南口または京成金町駅から　５分

◉車でお越しの方
高速外環道 三郷南・松戸ＩＣ　→　６分
首都高速　加平ＩＣ　→　１７分

会　場（アクセス）

駐車場のご案内
⦿公共駐車場　　東金町運動場　（東京都葛飾区東金町8-32）

※体育館、病院のコインパーキングに絶対に停めないで下さい



団体　・　DUO

各出場申込書と共に、必ず本総括表のご提出をお願い致します

小学 ・ 中学 ・ 一般

　※読みにくい場合はふりがな

　団体戦、ＤＵＯ　チーム名

団体　・　DUO

小学 ・ 中学 ・ 一般

団体責任者様

団体　・　DUO

小学 ・ 中学 ・ 一般

団体　・　DUO

小学 ・ 中学 ・ 一般

　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部・本部名

　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　書類送付先住所　　　（〒　　　　　　　-　　　　　　　　　　）

　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール

IBKO　第１回ワールドカップ選抜　　「第４回東日本型大会」

出場申込書　　総括表

円合　　計

合計

合計

合計

円

円

円

人

人

人

　個人戦　（初級・中級）

　個人戦　（選抜）

　団体戦、ＤＵＯ

3,000円

4,000円

1,000円

クラス

（〇で囲む）
メンバーの名前

小学 ・ 中学 ・ 一般

団体　・　DUO

小学 ・ 中学 ・ 一般

小学 ・ 中学 ・ 一般

団体　・　DUO

※チームが多い場合は別の用紙に書いて一緒にご提出ください

団体　・　DUO


