
各団体代表者㈲籠頭金泊支部長道場問は

必ずご確認下さい

カラテドリームフェスティノVレ如17全国大会

出場選手募集要項

新人戦

1．大会名：東日本大震災復興支援チャリティー／骨髄バンクチャリティーオープントーナメントカラテドリームフェスティノシレ2017全国大会

2．開催日：平成飽年8月5日（D・6日（日）

3．会　場：東京体罰轍東京都渋谷区千駄ヶ谷ト17－1）

tJR中央・総武線「千駄ヶ翻、都営大江戸線「国立競闘懸刺04出口）より徒歩5分※当町は軽重暢狂）用意はありません】－

4．主　催：カラテドリームフェスティバル実行委員会／Nm法人全世界空手道連盟噺膣真会

5．後　援：公益財団法人日本骨髄バンク／厚生労駒省／国土交通省／スポーツ庁／東弼酬ジェイ“スポーツ／その他（予定含）

6．入場料金：無料

7．応募資格：幼年年中以上で空手修行している鯛轟な男女女子は大鏑こ妊娠していないこめ。

8．階　級：全147階級（学年肌年代別、種目別、男女別、体重別、詳細は14階級表を参照）

9．試合形式：カラテドリームフェスティノ部局冶規鰍主催者公式サイト参照）に準じる組手競技および型競技 
‘方法・所属団体－一指方封申込選動）　　　　　　　ロ　各支部適期軸ぬ分支部不和で一括申込】にてお申し込みください 

募、、し込みの隣国田圃登園艶勅、らの①ェク由レデータのメ二生送位と②亜遊塗遡ゆ南新樋腰按　。下請法稲寵氷ださい。 

一一一一 �①ェクもレデータを メーゾレにて送付 �111　　　　セ／レデータと12】団体申込善エクセルデ」タを主陸離　　、りダウンロードし、必要事項を入力の上、 

【11と121を団偽卜壷高話こう増紺（件名にtD脚17　　　・支蔀遠投名と講談のこと）してください。 

送付先メールアドレス：0億ce＠S“　　　　　　　　　件名：tD駿017】（団体名・支部道場名） 

②出場申込春を 琴警噴射‾ �出場申、　　　　　　　　　憫雨、学生読手ピー（全日本学生選手権あ　　み溶下記住所まで匡避三強こて郵送または 鳥　にてお送りください。なお、記載事項の不備がないかを必ずご確認ください。 

送付先住所：〒162－鵬14東京都新宿区新川I町㌻20新小川町ビル2Fカラテドリームフェスティバル201ンゝ　局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾一、－－－i－、 

11．出場料：刷易勘は下記の通りです。

G）告全日器紀手、まただ舘ノ

㊥全軍」”嘱目暮す畦輯†結語告聖に出

④新種真カラテ全国新胸）み出場

1三三二ノ旧ノ訓話三二三脚「妄執締切弓左脇ア 
＿一一一一一　　　　　　　　　　　　　　一〇一一 

S出場料振込口座○ 

三井住友銀行　　　　　　　6905904　カラテドリームフェステ　バ　　‾　ま　代表　緑健児 

※団鮒や表書が申避雷i酸）を一輪暇だi軋t　　　　　　　　Lt 　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一 

※フリー参孤所属団体なし弟）出場は認め　　　　　ぐ、必ず流派名団体名をご記入ください。尚、　　　　　　・配達中の紛失に関して「刀責任を負いません。 

必　　　　　　　　　C保管して下さい。一旦納入された出勤料はいかなる場鎌）返却致しませんのでご了承ください除：主催渚箪　　　　　　　お断りす殺馳 

13．大会日程：詳細はゼッケン送付時にご案内します（時刻は予定）。

8月5日各全日本選手撒型）、全日本シニア空手道選手権（組手）、読経真カラチ全国薪瓜及び各組手部門の軽量・軽中量・中量・軽重量級の計量（藍動静指標裏脇ませ／の 

9：00開場 

10：00既会式／整調離轍団体型終了後、個人型試合開始） 

11：00初日細字割印痛惜受付（全日本シニア空手遥遠：窟塵の軽量級のみ、新種真カラチ全国新人戦の軽・中屋緻のみ手→13：00まで 

14：00型部門終了／表彰式 

14：50組手弼嗣全日本シニア空諦選手権大会、新頭カララ全国新人戦〉 

16：002日白組手甜ミ臨地塾受相聞、学1－6年生男袖中轍小学4－6年生女子軽載中学生軽・中轍、高校生軽量・軽中豊・中量・軽重故撃鰻を中重職ト→19：00まで 

19：50紐手部門瀧了／表彰式新人戦は各試合甥にて表彰式（終了時刻悌醐 

8月6日　各全日本選手頼幼年、／jt学生、中学生、葡l更生、学生）の紐手綱q 

8：30開場 

9：50開会式／試斜開始／終了時刻！糊次第 



14階級表：

※（）内の数字は階級番号です。

※各体重別階級の体重は昨年度だ却）出場選手を参考は設定しております。開催年度ごとに体重区分を変更する可能性がございますので予めご了承ください。

※麹鞋＿堆頚醜＿
※各全日本選手橡の触手部門務流人戦の両方に出現することはできませんb

●新種顔的ラテ全国新人戦柳17醐
出裳符顔中u輔弼離陸捕淀LQ欄醐
（1）名聞吸は、縮i鳩安定があり醐る際は必ず申込誌の詰む善用して下さV高

の過去に各全日本選手権時リームカップ含む）の組季節脚

の過載こ各ブロック大会名護勤朔本会の軸
㈲0015年4月～申込時点珊こ開陸的た錬成佼駒大会の蛾醐握密議鰭は出脚

※各大会（ブロック／都道府県／錬成・交絢において＿B級、初挺韻醐搬撹姉醜姓みなしまれ

※各大会（ブロック㈱錬成・交流博薯軌、て初級、珊晒
⑤湘離016年噺火削口軌ヽて、j酌醒力学3年男子寵勒′J華4年生揚手酷勧I単5年生新輯甜小学6年生男子詩論で蘭執潮間

・幼年：白帯一昔帯まで出場可能

㈱幼年年中男女混合2012／〟2一柳luul生 ㊤3）幼年年長男女混合2011／〟2一柳1〟4／l生

・小学1・2・3年生：白帯一昔帯まで出場可能

（抄小学l年生男子 ��㊤軌小学1年生男子 ��㈲／j単1年生女子 

軽重緻2蝕g乗㈲ ��重量敬23鴫以上） 

㊤乃小学2年生男子 ��（銘）小学2年生男子 ��（曲）小学2年生女子 

軽量緻2鴫未聞 ��重轍以D 

（100）／」学3年生男子 �（101）小学3年生男子 ��（102）小学3年生男子 ��（103）小学3年生女子 

軽駒鳴：稿輸 �中量級25鴫以上3鉱g諦静 ��重畳鰯記引起以D 

・小学4・5・6年生：白帯一員帯まで出場可能

（10初、学4年生男子 �（105）小学4年生男子 �（100）小学4年生男子 �（107）小学4年生女子 �（l館〉／」学4年生女子 

怪談30鳴三稿輸 �中量離0鴫以上調性乗輸 �室数35鴫以D �軽量級（32鴫宋㈲ �重量翻tg以D 

（l00）小学5年生男子 �（11①小学5年生男子 �（111）小学5年生男子 �（112）小学5年生女子 �（113）小学5年生女子 

、韓国緻誠鴫未満 �中量約3鳴以上認鴫未満） �重量駒鳴以D �軽軸三稿翰 �重轍以D 

（114）小学6年生男子 �（115）小学6年生男子 �（11①小学6年生男子 �（117）小学6年生女子 �（118）小学6年生女子 

軽劃緻鎚鴫未満 �中土諸政36畦以上43場末嗣 �重量級色3鳴以D �軽量級細膿g宋㈲ �重軸以D 

・中学生：白帯十線詩まで出場可能

（119）中学生男子軽重説教50輔静 �（120）中学生男子重量駆賄Okg以＿D 

（121）中学生女子軽量約5輔 �（12分中学生女子重菌駄45畦以D 

・高校生：白帯一縁語まで出場可能

（123）高校生男子 �（124）高校生男子 ��（125）高投甥子 

軽諦観　的由来輸 �中島織的出以上飼噂‥結論 ��重朝敵65厄以D 

（12⑤高校生女子 ��（127）南l更生女子 

軽朝鰍抵鳴未満 ��重量級55畦以D 
審／



・シニア：白帯一賛辞まで出場可能

（128）男子19才以上、30才未満軽量誘致用由来満目闘／4／2～‘翰／〟1生 �（l認）男子19才以上、紬才未満重塾緻70kg以上）‘馳／〟2－‘㈲／〟l生 

（13の男子釦才以上、締才未満軽最緻70也論詰）‘50／〟2－‘駆／〟1生 �（131）男子30才以上、鈍才未満童歌70鴫以上）守勤W2－憧殖／1生 

（132）男子鈍才以上、約才未満怪聞70噸翰‘78／〟2－‘銘〟／1年 �（133）男子35才以上、40才未満重量緻70鴫以D‘78／4作一‘銘／4／l生 

（130男子約才以上、45才未満軽轍70鴫未満上場／4作－‘7u〟1生 �（1衡）男子約才以上、備才未満重戴敏70kg以D‘73／〟2－‘78／4∧生 

（13㊥男子45才以上、50才未満軽量鰍的鳴春繭‘蝕／U2～‘73／Wl生 �（137）男子45才以上、50才未満重量緻70鳴以D‘蝕／〟2～‘73〟／1生 

（l認）男子50才以上、粥才未満軽轍70畦未満）‘鎗／u2－．飴／Wl生 �（1曲）男子50才以上、55才未満重轍70鴫以D‘飴／4優一‘銘／4／1生 

（14の男子騎才以上、00才未満軽量緻70鳴諦静‘50／4／2－‘錐／Wl生 �（141）男子55才以上、00才未満重醸緻70kg以寄．‘馳／〟2－‘織〟／1生 

（14の女子19才以上、鈍才未満軽轍55kg三蒔輸‘穏〟〟一切／4／1生 �（14め女子19才以上、35才未満重量紹賄引出以上）‘鎚〟／′2－‘50／4／1生 

（1∠ゆ女子鈍才以上、45才未満軽量繊弱鳴未聞‘73／4n～‘総／Wl生 �（145）女子35才以上、備才未満重量級（55鴫以D‘73〟寝～‘銘〟／1生 

（14㊦女子45才以上、00才未満軽密猟務鴫宋輸‘50〟／2－‘73／ul生 �（14の女子45才以上、00才未満重量繊弱庭以Dl50〟／／2－‘73〟／l生 

15．計量規定：都轍拡）計量時間組宇部FDを以下に規定する。

階級 �大会名 �軽量級 �軽中量級 �中量級 �軽重量級 �重量級 

幼年 �新人戦 �計量はありません 
全日本選手権 

小学生 �“i新人戦 �u511：00一13：紬 �実施なし �8／511：00一一13：30 �実施なし �計量はありません 
全日本選手権 �8／516：00－19：00 ��8／516：00～19：00 

中学生 �新人戦 �8／511：00十、・13：30 ��u511；00～13：50 
全日本選手権 �8／516：00一一19：00 ��8／516：00～19：00 

高校生 �新人戦 �u511：00～13：30 ��8／511：00一一13：30 
全日本選手経 �8／516：00ノー19：00 

学年 �全日本選手麗 �8／516：00～19：00 � �U516；00一一19：00 � 

シニア各階綾 （男子／女子） �新人戦 �u511：00～13：50 ��実施なし 

全日本選手権 �u511：00～13：30 

‾甘車型醸撞選手撞く団簿聾と全日‾奉孝三デ空事道選手韓大会鏑面責讃蟻諦翻手覇嫡轟識こ間に合わない

：麹轟瞳連攫珪褒一
②体重別各階級の軽量級“軽中量級・中量級・軽重国級の選手は計量（体重謙抑が必須です（於駁階サブアリーナh重量級の出場選弾ま計量を行いません。各

階級の規曲想翻粥読璃開内に計測が出来ない揚釦ま失格ぐ九

③計量は男女同室で指南！醸【遺著下館ボのと半袖Tシャツ】にで計配計測値から1kg差し引いた謝直を公式体重とします。なお、この指定服装以外で計量す

る場合ば計漁隅を公式体重となります。下着のみ、裸身での計量ま固くお断り致します。

④ゼッケン送細事に同封される出場案内書の「階級別計量場」をご確認の上、該当計量勘こて体重計測医行って下さい

⑤8月6日（日）には」；斯唯講拘、ません。必ず上記表に従い計量を行って下さい。

e新趣責カラテ全国新人戦

階級 �本戦 �延長戦 

幼年各階綾 �1分 �1分 

小学生各階級 �1分 �1分 

中学生各階級 �1分00秒 �1分00秒 

高校生名1階級 �1分30秒 �1分30秒 

シニア男子各1轍吸 �1分 �1分 

シニア女子各階級 �1分 �1分 

※本大会では体重判定及び試割判南まない本戦で勝敗が決しない場釦ま、延長戦を行う（マスト判定システめ。

※出場選手の参加人数等により規定が変更になる可樹生がございます（主膣辞職

も



●君I”人間o

クラス／部位 �頭部 �脛と 足甲 �膝 �拳 �下腹部 �胸部 �赤約－ク �カスピース／詩止め 心臓しんとう胸，ヾッド 

幼年男子 �○ �○ �任意 �○ �○ �× �○ �任意 

幼年女子 �○ �○ �任意 �○ �任意 �任意 �○ �任意 

小学生男子（1－2年生） �○ �○ �任意 �○ �○ �× �○ �任意 

小学生野孔3七年生） �○ �0 �○ �○ �0 �× �○ �任意 

小学生女了（1－2年生） �0 �0 �任意 �C） �任意 �任意 �○ �任意 

地軸年生） �○ �○ �○ �○ �任意 �任意 �○ �任意 

中学生男子各階級 �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

中学生女子各階級 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

高校生男子各階級 �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

高授生女子各階級 �0 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

学生各階級 �× �× �× �× �○ �× �赤詩○／赤マーク× �任意 

シニア各階緻男子） �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

シニア各閥歌女了） �○ �○ �○ �0 �○ �○ �○ �任意 

①○印は「着用義務が有り」の意、Xは「着用を察ずる」の意

②下腹諏ま通称ファールカップ（男子汲びアンダーガード脚を指す

③防具に関しては「防醐高調．舶雌胸」を必ずご確認ください。規定外の防具、テーピングにノミイラルテープ含）は原貝蛇して認め
ません。なお、テ一食／クは園橋の診物語がある場合のみ認めまたテーピングの検印鞠も大会当日の医昏両説こて行いまた

④防具はすべて指定商品の白色のみが郡部醐ま紛失無きよう必ず記名し自己責脚てTさし≠

⑤ヘッドガードと赤藷・赤マークの剣／出uは「捌前ヽません。必ず各自で尊摘採ださしヽ

⑥男子は道前腕具、女髄白鷺／ヤツ＋防具となります。長髪の選手は髪が害しれないようにゴム等で結んで下却、。髪飾り（ヘアアクセサリー・ウィッグヘア
バンド笥）は禁止します。また、化粧・マニキュア（つけづめを含む沌禁止です。下腹翻娩寅は道春スボンの軸こ装着して下さい

⑦規定防具の不備等によ獄拭合への遭刻勘いかなる理由があっても失賂となり薯埴弾スタッフの開塾⊆皇室劃、脊挙塾盆的なお、この失輸出珍苦情は
一切受け付けません。

18．セーフティ・ルール：各全日本連記韻学齢）組手部門、親心灘こは当ルール割乗用します。

醐必1韓翻駆ください
①一本勝ち

（l）反貝嘱所を除く部分へ突き蹴り・肘打ち等有効頓を瞬間的に決め、相手選手がダウンした場合、ま柚ま膝をついた場約秒以内に立ち上がっても一札

の足払い、下段廻し蹴りの合わせ技が見軸こ決まり、相手の体が宙に浮いて倒れた瞬間にタイミング良く下段突きを決めた場合。

（劫掴手選手が3秒以上戦意を喪失したとき。

（0「技有り」を2本取ったとき。

②技有り

＿」1）鱒軍隊軸と突き鵬邸鱒窄空陸坤酬こ演め、そのダメ「ジl出畦荘選手が大きく崩れ型拾訣た　牒哩中軸址まった掛金＿

（2潤勅勘リーガード状態の上段にクリ一光ツト悌但し押しつけただけ、触った樹ナ・かすっただけの瑚軌は無効

（め足組、、下関画し駒の合わせ技及び弼紗・廻し蹴婚ゆ蹴畑が見郵こ決まり、相手の体が餉こ鞠、て倒れた場合

㈲胴囲し回閏駒などの捨て身損ねはずしてタイミング良く‾冊按善を決めた場合

（5湘手選手が戦意を喪失したとき（3秒以内o
タ



崎注薫要項：

①出擬聾敢団体代表者・傭艶セコンド勧ま、主催者が設けた全ての規約や指示に従って行動して下さい。

②未成年の申込者は必ず保護者に出場申込誌嘲てもらい内容了承の上で申込書にご記入下さい。

③未成年の出場選手は、大会当日に所属団体の代表者及び保護者ぼる保護監督葎諦ナて下さい。

④体動拾階級の軽珪級・軽中量級・中量瀬高堕塾聾陵選手は主催者指定の計戴体重計郷が必須で穴15・計量規定職名陶級の規定体重を超過した場

合や指向誹抑制減が出来ない劾鏡映鰐で費8月6日（日）には計量は一期か軸在

⑤不慮の事醗どで出郷不刊鞄こなうだ選手は、速靭こ去会専務局に連軋て両雄調節務渉功
⑥出場選手が正当な理由なく試合数棄した場合、以下の場合を陶、て15万円の弁償金を支払う軸こなります。

（1）医師の診察を受け、その結果試鋼睦判萌された場合

②試合直前又は試合中に本人に関する不慮の事故が発生し、大会実行委員長より退場を許可された場合

⑦各階級には年齢区分騒けひますめ年齢基準表を参職該当する階繊こお申し込みください階緻年齢区斜を越えての出場はできません。＝五重盤

綾の軽中量級・中量級・軽重量級”重量級は規定体霞来聴の選手も出場することができます。

⑧新人戦の試合の半晩方池こぼ3番鰍主審1名と高幡2名はる判定塔採用する場合がございます。ご了承ください

しに準じる言

合がござも

÷ノニア里子三富富子語の出富苧退者のうち、当会主控の全世界大全

壬生主豊能こて高諾詩誌もれ三幸追記こ患、菖無害の荒貴方

萌えその第台二軍込者には領茄推：≡達籍を差し上げ、出盟親書ご…

⑲　階級の統合、分割、廃止がございます（主催諸事睨

⑪大会当日、試合開始時刻の管理は当該試合に出場する選手の責任で行って下さい。全試合の開始時刻に、当該選手が所定位置に不在の場合は軸の如何

に関わらず失格となります。その際主催者への苦情は一郭熟す付けません。

⑫大会当日は必ず健駐牒検証転持参して下さい高試合中に負傷または事轍重症・死亡・後遺壷勤が生じた場合主陛者が加入している賠償保険の範囲的死

亡鋤け万円・入院日額2，00円等の掬険で丸珊難輔弼排出到閑険ではありき耕し保険適用の申開も大会終了後1週間以内に大

会事務局は遥駈け”ることそれ以降は受け付ナません）で翻しますが、その範囲外の責任は一塊負いませんその場釦こ選手及びその保護

者は・主陸自や大会役員等の大袋睨及び対戦柏手鞠こ対して一郭班摺賠償や苦情申し立てをじれものとします

⑬出場選手の肖像権は主催都こ煽属します出場選手の映像や画緻氏名や任所の一部等も含動も主腔者が発行する広告・出振物、カタログホームページ

等に使用することがありますeまた、各種メディアが取材する場合があり、映険や画燦が放映、掲載される場合があることをご了承下さい。

⑭出場申込の際にお預かりした個人情報は主催者にて厳重に管理しますo大会での連絡業務及び大会運営に必要な業務以外の目的で出場者に許可なく使用

することは一一一切ございません。

⑮大会のトーナメント表は7月下旬に主催者公式サイトにて公開予定ですoゼッケンは7月下旬の送付を予定していますこの時、別途「出場案内雷」をご案内し

－　ますので必ず内容をご確認下さい。

⑱由緒の半噺ぼって、本大会に関する事前告知のない変更が生じ調場合がございますのでご了承下さい。

のし．年齢基準表：

①全日本選手権

閻緻 �誕生始期　　　　　　　　誕生終期 �階級 �誕生始期　　　　　　　　誕生終期 

幼さ敢年中／年長）も �2011年4月2日　　一　　柳13年4月1日生 �学生男子 �大学・大学院・短期大学・専門学校に在籍の男子 

小学l年生 �柳10年4月2日　　～　　2011年4月1日生 �シニア男子00才以上鈍才未満 �1犠鵜年4月2日　　～　l縦通年4月1日生 

小学2年生 �2009年4月2日　　一　　柳10年4月l日生 �シニア男子鈍才以上約才未満 �1978年4月2日　　～　l襲嬉年4月1日生 

小学3年生 �2劇場牛4月2日　　～　　2000牛4月1日生 �シニア男子約才以上45才未満 �19楕年4月2日　　～　1978年4月1日生 

小学4年生 �2007年4月2日　　～　　2億臨年4月l日生 �シニア男子45才以上50才未満 �敗腿年4月2日　　－　1973年4月1日生 

小学5年生 �狐00牛4月2日　　～　　2007年4月1日生 �シニア男子50才以上指才未満 �1約年4月2日　～‾1躯牛4月1日生 

小学6年生 �2005年4月2日　　－　　2000年4月1日生 �シニア男子務才以上飾才未満 �19駿年4月2日　　一　l弼年4月1日生 

中学1年生 �2004年4月2日　　～　　2005年4月l日生 �シニア女子19才以上蕊才未満 �1舗3年4月2日　　－　1醐年4月1日生 

中学2年生 �2003年4月2日　　一　　2餌場年4月1日生 �シニア女子鈍才以上鈍才未満 �駁鵜年4月2日　　一　　峨峨年4月l日生 

中学3年生 �2002年4月2日　　一　　2003年4月l日生 �シニア女子縮才以上岱才繭 �19棉年4月2日　　～　1約年4月1日生 

高校1年生 �2001年4月2日　　～　　2002年4月1日生i �シニア女子岱才以上統才未満 �19駐年4月2日　　一　1973年4月1日生 

高校2年生 �2000年4月2日　　一　　2001年4月1日生 �型「般19才以上鈍才未満 �搬鎚年4月2日　　－　1錬翰年4月l日生 

南較3年生 �19関年4月2日　　～　　2000年4月1日生 �型「股務才以上 �～　1㈱年4月1日生 

∫



階級 �誕生糊　　　　　　　　　誕生終期 �階級 �誕生始期　　　　　　　　誕生終期 

幼宇（年中） �2012年4月2日　　一　　柳13年4月1日生 �高校2年生 �2調）年4月2日　　～　　2001年4月1日生 

幼年（年長） �2011年4月2日　　一　　柳12年4月1日生 �高校3年生 �19関年4月2日　　－　　2（m年4月1日生 

′j学1年生 �2010年4月2日　　一　柳11年4月1日生 �シニア男子19才以上00才未満 �1駆年4月2日　　－　1靭年4月1日生 

小学2年生 �2（朋年4月2日　　へ■∴∴如10年4月1日生 �シニア男子50才以上鮪才未満 �1鈍臨年4月2日　　～　1銘8年4月1日生 

′」学3年生 �2〔鵬年4月2日　　一　　2億暢年4月1日生 �シニア男子縫才以上柳才未満 �1978年4月2日　一一1駆年4月1日生 

′」学4牲 �2同年4月2日　　－　　2（購年4月1日生 �シニア男子幻才以上備才未満 �19鷲年4月2日　　～　1978年4月1日生 

小学5年生 �2（X胎年4月2日　　～　　2007年4月l日生 �シニア男子45才以上50才未満 �1粥8年4月2日　　～　1973年4月1日生 

小学6年生 �2005年4月2日　　一　　2〔肪年4月1日生 �シニア男子50才以上務才未満 �1蝋3年4月2日　　～　1鎌臨年4月1日生 

中学1年生 �2004年4月2日＼～　　2（職5年4月1日生 �シニア男子弱才以上50才未満 �19駆年4月2日　　一　　敗選年4月1日生 

中学2年生 �20調う年4月2日　　～　　2004年4月1日生 �シニア女子19才以上鍋才未満 �搬強年4月2日　　一　　般樗牛4月1日生 

中学3年生 �2002年4月2日　　～　　2003年4月1日生 �シニア女子鈍才以上岱才未満 �1973年4月2日　　一　　般鵜年4月1日生 

高校1年生 �2001年4月2日　　一　　2002年4月1日生 �シニア女子45才以上00才未満 �19馳年4月2日　　～　1973年4月1日生 

盈西暦和睦早見表：

2013年：平成鮪年 �2012年：平成24年 �柳11年：平成幾年 �豹10年：平成鍛年 �2億槍年：平成21年 �2側〕年：平成幼年 

2007年：、平成19年 �2膜船中：平成18年 �創動5年：平成17年 �那04年：平成16年 �郷年：平成15年 �2002年：平成14年 

2001年：平成13年 �2（膜）年：　平成12年 �19約年：平成11年 �19粥年：　平成LO年 �1507年：平成9年 �説お年：平戎8年 

1摸獅年：平成7年 �1馳年：　平成6年 �l馳年：　平成5年 �lg聯2年：平成4年 �1501年：　平成3年 �1脚年：　平成2年 

l撮導年：　平桟1年／昭和膜年 �1銘8年：　昭和餓年 �1鮪7年：　昭和餓年 �l製近年：　昭和61年 �19鎚年：　昭和釦年 �1寝鵜年：　昭和曲年 

1鎮斌年：　昭和馳年 �1餅避年：　昭和弱年 �1銘1年：　昭和捕年 �l認0年：　昭和弱年 �1979年：　昭和馳年 �1978年：　昭和強年 

1977年：　昭和52年 �1976年：　昭和51年 �1975年：　昭和50年 �1974年：　昭和勧年 �1973年：　昭和躯年 �1972年：　昭和47年 

1971年：　昭和飾年 �1970年：　昭和備年 �1粥9年：　昭和44年 �19餓年：　昭和鮪年 �1鮪7年：　昭和飽年 �1鎌甑年：　昭和41年 

1粥5年：　昭和50年 �l騰4年：　昭和39年 �l粥3年：　昭和銘年 �l502年：　昭和37年 �ltお1年：　昭和鎚年 �1脚年：　昭和錦年 

1泌9年：　昭和線年 �19馳年：　昭和銘年 �l鮪7年：　昭和32年 �19舐年：　昭和31年 �19弱年：　昭和50年 �1馳年：　昭和29年 

1鈍槍年；　昭和飽年 �l鍋2年：　昭和27年 �1951年：　昭和鮪年 �1950年：　昭和錨年 �19経年：　昭和24年 �19館年：　昭和幾年 

スil轟音ソく患

①◎①e 

カラテドリームフェスティバル2017全国大会は、スポーツくじ助成（toto）の対象事業ですこ

囲


