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I．大会名東日本大農災復興支援チャリティー／剛遭バンクチャリティーオープントナメントカラチ印一ムフェスティバル20Iq全国大会
l

2．開催日：20Iq年8月3日（土）i3°金字器器訂
A主　催：カラチドノームフェスティバル実行委員会／NPO法人仝せ界空手道連盟新種貞全

島後　援：公益財団法人日本骨髄バンク／厚生労働省／国土交通省／スポーツ庁／東京都／ジェイ・スポーツ／（予定含）

6．人堪料金：無料

7．応募資格幼年年中以上で空手修行している健康な男女（女子は大会時に妊娠していか、こと）。

8．階　級：仝IeI職級（学年別、年代弧種目別、男女別、体重別、詳細はI5．階級表を参照）

？．談合形式：カラチドノームフェスティバル試合規約（主催者公式HP参照）に準じろ触手競技および型鍛

（ただし、噺大戦は噺編集全会具のみ出場可能）。
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IO．申込方法：急激または保経書）によるoSU－NET（オスネッけさ使用したオンライン申込

噺種真金以外の流派団体のむ捌髄圏［手は壷韓が縫憂いツナページ「注意鳥を食黒くだれ、（新種真全会員は会員登録と同時に自動登録）。

Il．申込期間：20I9年5月I5日（水）0時－6月3日（月）23時59分まで※申込絶間峰了後の受付は致しません．

申込期間中、公式HPにて定期的に出場者一覧を掲載します。選手または所属長）はオンライン中込が正しく完了されていることを、本掲載によって確かめるこ

とができます。なお申込内容に修正がある揚餌、翰こお伝えください。申込脚終了後に陸壁画撒ナ紳ので虻堰瞳がデータ修正揃えます。

I2．出場料；出場料は下記の通りです。

／Tヽ■プ　ノヽ　〝．ヽ＿」ヽm一で」Jm＿一一〇ん”　一〇　　＿▲．＿」i＿▲‥hll　●　宣教OI　一＿－ヽ＿曾＿〃＿　ヽ　●　　　　＿〃＿●＿．I．○○〇　　　　　　　　　　　　　　　・i一　一一i一　一　－

カラチ全国新人戦のみ出楊

（事阜モー呂玉章子軍人董〉‾章二三三完7－丁字：早手∴織機モモi二三曝‥・…瞳，三十千三三

は支払方法：伐脇持し勃易粗さ轍へ妙屯1、。

Ⅹ排お薙LL諺。a汁〟叶三を銃収功的粕に勤評ん
IAスケジュール：詳細はゼッケン迷脚部こご案内します（時刻は予定）。

t輩出千日虻的胆畦些±型蛙夢、輩出排出甜切望単車曲重出抑晴子軸曲は帥
q：00開場

IO：00開会式／型部門試合馳歓団体型終了後、個人型試合開始）

I仁00初日組子部門計量受付（全日本シニア空手道選手権の軽量級及び新種真カラチ全国新人戦の軽・中量級。各重量級の計量は無し）→I3：30まで

14：00型珊瑚冬了／表彰式

14：30触手窄肺臓合間始（全日本シニア空手道選手権大会、新種真カラチ全国新人戦）

Ie：002日白組手部門計量受付（小学1－6年生男子軽・中量級小学4－6年生女子軽量級、中学生軽・中量級高校生軽・軽中・中・軽重量級、

学生軽・中量級。各重量級の計量はなし）→lq；00まで

Iq：30組子部門終了／表彰式新人眺各試合場にて表彰（終了時刻は進行槻欠第）



I5．階級表：

※注I：（）内の数字は階級番号てす。

素肌戦は⑧と膚鰯．

※注2：各階級は主催者の判断により、統合・分割・廃止する場合がございます。

※注3；各全日本握手複の触手細と競大戦の両方に出場することはできません
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（I）各階級は帝別技定があります（軸）。

（2）過去に各全日本選手権（ド）－ムかソプ含む）の組手部門で人質した選手は出場できません。

（3）追討こ各ブロック大会、各都道府県大会の上郷離剛組動での壁醗謹鞄地場できません。

（4）20I7年4月一申込時点までに開催された錬成（交流）大会の上級階級（組子）での困難酸者は出場できません。

※各大会（ブロック／都道府県／錬成・交流）において上級初級等のクラス分けがない場合は上級態級とみなします。

※各大会（ブロック／都道府県／錬成・交流）において初級、中級クラスでの優勝経験者は出場可能てす。

（5）20I7年ならびに20i8年の新人戦において、賛辞のみの階級で優勝した選手は出場できません。

※20I7年該当階級：小学4年生男子軽量級黄帯

※2018年該当階級：小学4年生男子軽量級黄帝

・幼年：白帯一昔帝まで出場可能

（IO4）幼年年中男境毘合20i4／4／2－2015／4／I生 �（IO5）幼年年長男女混合20I3／4／2－20I4／4／I生 

・小学上2、3年生：白帯一一音詩まで出場可能

（106）小学i年生男子軽重級（23kgお前 ��（iO7）小学i年生男子重量級（23kg以上） ��（108）小学I年生女子 

（IOq）小学2年生男子軽量級（25kg発動 ��（IIO）小学2年生男子重量級（25kg以上） ��（iII）小学2年生女子 

＿（II2）小学3年生男子、 �（II3）小学3年生男子 ��（iIA）小学3年生男子 ��（Ii5）小学3年生女子 

軽量級（25kg未満） �中量級（25kg以上30kg束勘 ��重量級（30kg以上） 

・小学4、5、6年生：白帯一貫帝まで出場可能

（iie）小学4年生男子 �（II7）小学4年生男子 �（II8）小学4年生男子 �（iIq）小学4年生女子 �（i20）小学4年生女子 

軽量級（30kg未満） �中量級（30kg以上35kgお酌 �重義級（35kg以上） �軽量級（32kgお前 �重量級（32kg以上） 

（I2I）弓、学5年生男子 �（I22）小学5年生男子 �（i23）小学5年生男子 �（I24）小学5年生女子 �（I25）小学5年生女子 

軽量級（33kg未満） �中量級（33kg以上38kgお前 �重量級（38kg以上） �軽量級（35kgお前 �重量級（35kg以上） 

（I26）小学6年生男子 �（127）小学も年生男子 �（！28）小学ら年生男子 �（12q）小学6年生女子 �・（130）小学ら年生女子　－ 

軽量級（36k9未満） �中量級（36kg以上43kgお前 �重量級（43kg以上） �軽量級（40kg未満） �重量級（40kg以上） 

・中学生：白帯一線帯まで出場可能

（I31）中学生男子軽量級（50kg末；⑪ �（I32）中学生男子重責級（50kg以上） 

（I33）中学生女子軽量級（45kg未満） �（I34）中学生女子重量級（45kg以上） 

・高校生：白帯一線帝まで出場可能

（i35）高校生男子軽量級（60kg未満） �（I36）高校生男子中量級（60kg以上65kg未満） ��（137）高校生男子重量級（65kg以上） 

（I38）高校生女子軽量級（55kgお前 ��（i39）商放生女子重量級（55kg以上） 
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・シニア：白帯一貫帝まで出場可能

（140）男子Iqオ以上30才未満軽量級（70kg宋絢‘qo／4／2－200I／4／l生 �（141）男子Iqオ以上30才未満重量級（70kg以上）‘qo／4／2－200l／4／l生 

（I42）男子30才以上、35才未満軽量級（70kg未満）‘85／4／2－‘qo／4／I生 �（I43）男子30才以上、35才未満重量級（70kg以上）‘85／4／2－‘qo／4／I生 

（I44）男子35才以上40才未満軽量級（70kgお前‘80／4／2－‘85／4／I生 �（I45）男子35才以上40才未満重量級（70kg以上）‘80／4／2－‘85／4／I生 

（146）男子40才以上45才未満軽量級（70kgお的‘75／4／2－‘80／4／I生 �（I47）男子40才以上45才未満重量級（70kg以上）‘75／4／2－‘80／4／I生 

（I48）男子45才以上、50才未満軽量級（70kgお酌ワ0／4／2－り5／4／I生 �（149）男子45才以上50才未満重量級（70kg以上）‘70／4／2一‘75／4／I生 

（I50）男子50才以上55才未満軽量級（70kg東砂‘85／4／2－‘70／4／i生 �（I5I）男子50才以上55才未満重量級（70kg以上）‘65／4／2－‘70／4／i生 

（I52）男子55才以上60才未満軽量級（70kg東鵠‘60／4／2－‘65／4／I生 �（153）男子55才以上60才未満重量級（70kg以上）‘60／4／2－‘65／4／I生 

（I54）女子iqオ以上30才未満軽量級（55kg森田‘qo／4／2－200り4／I生 �（1155）女子Iqオ以上30才未満重量級（55kg以上）‘qo／4／2－200り4／I生 

（I56）女子30才以上40才未満軽量級（55k9東和‘80／4／2一‘qo／4／i生 �（157）女子30才以上40才未満重量級（55kg以上）‘80／4／2－‘qo／4／I生 

（I58）女子40才以上、50才未満軽量級（55kg求めワ0／4／2－‘80／4／i生 �（159）女子40才以上50才未満重量級（55kg以上）ヤ0／4／2－‘80／4／i生 

（I60）女子50才以上60才未満軽量級（55kgお節‘eo／4／2－‘70／4／I生 �（IeI）女子50才以上80才未満重量級（55kg以上）‘60／4／2－‘70／4／l生 

Ie．計量規定：各階級の計量時間（組子吾即日）を以下に規定する。

※計量が必要な選手は、8月3日（土）に必ず計量を行ってください。 

・≡ノ劃 �階級 
高年 �′小学生 ��′中学生 ��′　高校生 ��′学生 �′シニア 

全日本‘ 各重量級の計量はあ りませ �計量なし �I � � �83（土） � �ら：　－　． �8／3（土） ：00－Iq：00 � �8／3（土） I：00－I3；30 

6：00～Iq：00 rr 

型 各重量級の計量はあ 上し壬生tL �計量なし � �8／3（D � �－／ 8万（土） � �8／3（土） �8／3（土） �8／3（土）Ii：00－ 

ーII：00－13：30 ��十日00－I3：30 ��II；00－13：30、 ��II：i00－13：301 �I3；30 

①月4日、（目）＿には一鞍鳴十重は結いません。必ず上き己表に従い計量を行ってください。i＿ 

②体重別各階級の軽量級・軽中量級・中量級・軽重量級の選手は計量（体重甜恥が必須です（堪所は後日案内）。重量級の出娼選手は計量を行いません。なお、各

階級の規定縦書き燭蝿した場合や捕顔諏帥糊に鞘灘が出来ない場合は失格です。

③計量は男女同室て鞘定競業【運輸下（ズボン）と半鵜1シャツ】にで軸潤します。さ的剛動、らi臆し引いた舶酸さ公式譲重とします。なお、この指定服装以外で

計量する場合は、計測値が公式体重となります。下着のみ、裸身での計量は固くお断りいたします。

④大会初日（sp・出に動的と組紳円く全日本シニア噺用船の両方に出場する連弾は上記の計量時間内に間に合われ、可能性があるため、

3日（Dq時－9時30斜こ計量を行います（場所は後日案内）。
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け試合時間規定；各橘級の試合時間（組季節円）を以下に競定する。

㊦全日本選手権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿一 

－　　階級 �＿本戦 �延長戦 �酸建議計‾ 

幼年　　　　－ �I分 �1分 �＿一一一なし 

小学生各陶級　　　　　－ �I言分二130‥秒． �I∴分30穀∴ �I分30秒 

中学生各晴級　　　　　　　　　－ 

高校生各階級 �－　2分 �＿／一‾2分 �2分 

学生各階級 �、「託し �2分 �2分 

シニア男子各隅級（－65才未満までの冬嗣的 �∠　　秒 �1分30秒 �なし 

シニア女子各階級（－60才未満までの各闇妙 

シニア男子65才以上70才未満 �I分 �I �なし 

シニア女子60才以上70才未満　＿一一‾ 

※本大会では体重判定　頭割醐定は行いません。・本戦延長戦で勝敗が決しか、場合は、最総延長を行います（マスト判定、責。なお幼年、シニア各階 

級は延長‘”‘‾‾　スト判定とか）ます。 

※　　　　参加人数等により規定が変更になる可能性がこぞいます（主催者判断）。 

カモ手合国主古人戦＿ � � 

階級 ��本戦 �延長戦 

幼年各階級 ��I分 �1分 

小学生各隅級 ��I分 �i分 

中学生各階級 ��I分30秒 �I分30秒 

高校生各階級 ��当分30秒 �1分301秒 

シニア各階級（男子／女子） ��1分 �I分 

※本大会では体重判定及び強制判定は行いません。本戦て勝敗が決しか、場合は、延長戦を行います（マスト判定システム）。

※出場選手の参加人数等により規定が変更になる可能性がこぞいます（主催者判断）。

I8・防具規定：各階級（組車軸且）の着用防具を以下に規定する（全日本選手権塑※○印は「着用裁務が有 �������り」の急×は「着用を禁ず �る」の意 

クラス／部位 �頭部 �脛と 足甲 �膝 �拳 �下腹部 �胸部 �赤帝／赤マーク �マ弧ピース／帯止め l劇瞼しんとうI日直 

幼年男子 �○ �○ �任意 �○ �○ �× �○ �任意　　i 

幼年女子 �○ �○ �任意 �○ �任意 �任意 �○ �任意 

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

小学生男子（3－6年生） �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

小学生女子（1－2年生） �○ �○ �任意 �○ �任意 �任意 �○ �任意 

小学生女子（3－6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 �〇° �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

高校生女子各階級 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

学生各階級 �× �× �× �× �○ �× �赤帝○赤マーク× �任意 

シニア各階級（男子） �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

シニア各階級（女子） �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

①○は着用諌務があり、XI堵用禁止です。

②防具は新種貴会指定商品の白色のみ着用可です。

③指定商品は公式HPの「防具ガイドライン（hnP：／／W．ShinkYOkushin面di．∞．jp／bcgu）」より必ずこ礎閣ください。

④防具の劣化が著しい（打撃・保護部分である手足の甲、膝、脛等をカバーしていか、、内側パリドが著しく薄い、劣化により外れる等）揚創広怪我や事故、試合進

行の妨げの原因となります。必ず新しい防具を各自でご用意ください。審判員やスタッフが確認し、劉こ満たしていか、と判断した場合は、防具の交換や購入を

指示する場合がございます。

⑤ヘッドガードの金網面の経年劣化により、コーチインク嘲！分が剥がれ落ちるケースが散見されます。この状態で使用しますと剥がれたコーティングが目やロに入

る等、思わぬ怪我をする理会舟渡）りよすので必ず事前に自身のヘッドガード主砲盟し、該当する場合は速やかに鯛を中止して親しい商品息購入してくたさい。

⑥防具の不備等による試合への遅刻は、いかなる理由があっても失格とか）ます（運営スタッフの指脚こよる買い替え等も含む）。なお、この失格に伴う苦情は一切

受け付けません。

⑦ヘッドガード及び赤帯・赤マークの貸し出しは行いません。ヘッドガードも含め着用鞄路がある防具を必ず各自てど用意ください。

⑧任意防具を着用する場合も同様に各自でご用意ください。心髄しんとうパソドマウスピース、帯どめの装用は任意てす。

⑨テーピングの使用は医師の診断書がある場合のみ鞠められます。テーピングの検印は大会当日のドクター席にて行います。
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Iq・セーフティ・ルール：各全日本選手権（学生選手権除く）組宇部寵塑蟄こぼ当lレルを籠貯します。

軸牝醐主鯛緋I楊ずご軸欧ださい

①一本勝ち

（I）反則箇所を除く部分へ突き・蹴り・肘打ち等有効技を鯛的に決め、相手選手がダウンした揚合または勝をついた場合（3秒以内に立ち上がっても一本）。

（2）足払い、下麗廻し蹴りの合わせ技が見事に決まり、相手の体も唱に浮いて倒れた輔訓こタイミング良く下段突きを決めた連合

（3）柏手選手が3秒以上戦意を良失したとき。

（4）「技有り」を2本取ったとき。

②技有り

（I）反則箇所を除く部分へ、笑む蹴り・肘打ち等有効技を瞬間的に決め、そのダメージにより相手選手が大きく崩れた場合または一時的に動きが止まった場合

（2）蹴り技がノーが一掃閑態の上関こグノーンヒットした場郵但し、押しつけただけ、触っただけ、かすっただけの掛野は無効）。

（3）足払い、下段廻し蹴りの合わせ技、及び前蹴り・廻し蹴り等の勘）技が見事に決まり、相手の体が宙に浮いて倒れた場合

（4）胴廻し回i筒就りなどの捨て身技をはずしてタイミング良く下段突きを決めた場合。

（5）相手選手が戦意を喪失したとき（3秒未満）。
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2I．注意事項：

①出堪鞋新団体代表者・保護者、セコンド含）は主緯旨が摸けた全ての規約や指示に従って行動してください。

②未成年の申込者は必ず保護者に出場申込書類一式を読解してもらい内容了承の上で申し込んでください。

③未成年の出墟整副え大会当日に所属団体の代奏者及び保護者による保護監督を受けてください。

④体重別各階級の軽量級・軽中量級・中量級・軽重量級選手は主催者指定の計量（体重翻叫が必須てす（Ie．計量規定を参照）。各軸級の規定体重を節遭した

場合や鯖定噴油慨に拙く出的＼場合は絢降でれ8月4日（日）には晴は一切行いません。

⑤不慮の事故などで出場が不可能になった選手は、速やかに大会事務局に連絡してください。

⑥出逸連子が正当な理由なく試合教案した齢以下の鶏舎を除いて15万円萌償金を支払う事になります。

（I）医師の診察を受け、その結果試合続行不可能と判断された場合。

（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を披けています（22．年齢基準毒を参照）。該当する階級にお申し込みください。階級（年齢区分）を越えての出場はできません。一方、各階級

の軽中量級・中量級・経重量級・重量級は規定体重未満の選手も出場することができます。
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⑧新人戦の試合の判定方法には、3審卸（主審I名と副審2名による判定）を採用する場合がございます。ご了承ください。

合一全日手大会・全目享W大全・地方大会

iと貴全書保語点を嵩；幸し辻み‡お吉

舌端弔。その上王台－、亭込者には嗣にご瑞＝差し上品揖暑岩こご遠会しこす。‾

⑲　階級の統合分割、廃止がございます（主催者判断）。

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ください。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理由の如何

に関わらず失格となi）ます。その際、主催者への苦情は一切受け付けません。

⑫大会当日は舶用境線論説を結傘してくだか、。融合中に創細購たは事故（重症・死亡・細蝕艶的◆生じた場合剥脱的竹入していろ臆機関美の餌肉（死

亡300万円・入隊日額2．（Xn日暮の俣接です。打撲や鎗雛筆での連館の油類賃が出る保議ではありません。偏議連照の申請鼻大会線了後i判鵬以i机二

大金網朗的笥勝二と。それ以降は受け付けません）で数災肴への鞭競合しますをヽその築圏外の貴慮は一切購いません。その地割こ浬毛及びその保議書

は、主能春や大会役細筆の大会的触及び対戦棺事竃に対して一切の顔寄贈億や普請申し虹てさしないものとします。

⑬出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場畳字の映像や画像（氏名や住所の一部等も合切ih主催者が発行する広告・出版物、カタログ、ホームページ等

に使用することがあります。また、各種メディアが取材する場合があり、映像や画像轍映掲載される場合があることをご了承ください。

⑬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。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

ることは一切ございません。

⑮大会のトナメント寂は7月中旬に主催者公式HPにて公駒予定てす。ゼソケンは7月下旬の送付を予定しています。この時、別途丁出場案内書」をご案内しよす

ので必ず内容をこ確醜ください。

⑬主催者の判断によって、本大会に関する事前告知のか、変更が生じる場合がございますのでご了承ください。

22．年齢基準衷：

全日本選手権

冒重義 �誕生始期　　　　　　　　　　挺生鯛 �階級 �趨醐∴～∴∴攣謡 

幼年〈年中／年却 �2013年4月2日　　－　　20i5／年4月I日生 �シニア男子30才以上35才未満 �Iq85年4月2日　－／南元年4月一日生 

小学i年生 �2dTを雷で2日　－　20I3年4月一日生 �シニア男子35才以上40才未満 �－980年4月2巳／／　－q85年4月I自生 

小学2年生 �20i一年4古へ－　20－2年4月一日生 �シニア男子40才以上45才未満 �Iq7窄元日　一　一980年4月一日生 

小学3年生 �20－0年4月2日　ゝ＼20－i隼雄i日生 �シニア男子45才以上50才未満 �70年4月2日　　－　　Iq75年4月i日生 

小学4年生 �2棚年4月2日　－　おh望月I日生 �シニア好50才夢前 �Iq65年4月2日　　　－　　Iq70年4月i日生 

小学5年生 �2008年4月2日　－　2009年4トや �シニア男ラ卸元60才輔 �Iq60年4月2日　　一　　iq65年4月I日生 

小学6年生 �2007年4月2日　　　－　　2008年4月I日生 �I男子60才以上65才未満 �1955年4月2日　　　－　　Iq60年4月I日生 

中学I年生 �2006年4月2日　　　－　　2007年4月　　生 �シニア具浮草空70才揃 �Iq50年4月2日　　　－　　I955年4月I日生 

中学2年生 �2005年4月2日　一　望的看月i日生 �シニア女子Iqオ這戴く季語 �iqq0年4月2日　　－　　2001年4月I日生 

中学亨年生 �∴Zdo確証噌　／　‾200揃え十台を �シニア女子‾約才以上壷）オ発言 �／二‾i＝986掌4営21自‾　－　i葡0卓を‾月∴I自生 

静枝I年生 �2003年4〆／－　2004年4月I日生 �シニア女子40才以上50才未満 �iqう∂ヰ聖2日　一　一980年4月I日生 

高校2年生 �タ霜月2日　－　2003年4月一日生 �シニア女子50才以上60才未満 �Iqe0年4月も＼一　一970年4月一日生 

高校3年 �200I年4月2日　　　－　　2002年4月I日生 �シニア女子60才以上70才未満 �Iq50年4月2日　－960年4月一日生 

ノ義子 �大学・大学院・短期大学・専門学校に在籍の男子 �型一般I9才以上35才未満 �ー985年4月2日　－　2番望月一日生 

！、∴登載詳尋般　十 � �ー蜂年読高菜 
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②新人戦

階級 �誕生糊　　　　　　　　　　挺生鯛 �階級 �挺生始期　　　　　　　　　　誕生鯛 

幼年（年中） �20I4年4月2日　　　－　　20I5年4月I日生 �高校3年生 �2001年4月2日　　－　　2002年4月I日生 

幼年（年長）． �20I3年4月12日　　一　　20i4年4月一日生 �シニア男子19才以上30才未満 �iiqq0年4月2日　　－　　200i年4月I日生 

小学i年生 �20I2年4月2日　　　－　　20i3年4月I日生 �シニア男子30才以上35才未溝 �Iq85年4月2日　　　－　　Iqq0年4月I日生 

小学2年生 �20iI年4月2日　　－　　20i2年4月I日生 �シニア男子35才以上40才未満 �Iq80年4月2日　　－　　Iq85年4月l日生 

小学3年生 �20iO年4月2日　　－　　20II年4月I日生 �シニア男子40才以上45才未満 �iq75年4月2日　　一　Iq80年4月i日生 

小学4年生 �2009年4月2日　　　－　　20IO年4月i日生 �シニア男子45才以上50才未満 �iq70年4月2日　　　－　　Iq75年4月I日生 

小学5年生 �2008年4月2日　　　－　　2009年4月I日生 �シニア男子50才以上55才未満 �Iq65年4月2日　　　－　　Iq70年4月I日生 

小学ら年生 �2007年4月2日　　　－　　2008年4月i日生 �シニア男子55才以上60才未満 �i960年4月2日　　－　　Iqe5年4月i自生 

中学I年生 �2006年4月2日　　　－　　2007年4月I日生 �シニア女子Iqオ以上30才未満 �1990年4月2日　　　－　　　200I年4月I日生 

中学2年生 �2005年4月2日　　　－　　2006年4月I日生 �シニア女子30才以上40才未満 �Iq80年4月2日　　　－　　Iqq0年4月I日生 

中学3年生 �2004年4月2日　　　－　　2005年4月I日生 �シニア女子40才以上50才未満 �Iq70年4月2日　　　－　　Iq80年4月I日生 

高校i年生 �2003年4月2日　　　－　　2000年4月I日生 �シニア女子50才以上60才未満 �iqe0年4月2日　　　－　　Iq70年4月I日生 

‾南牧2／年生 �“2002年年月2日　1－　12003年4月子日生ii � 

23．西層和歴早見表；

20I5年；　平成27年 �20I4年：　平成28年 �20I3年：　平成25年 �20I2年：　平成24年 �20Ii年：　平成23年 �20IO年：　平城22年 

2009年：　平成21年 �2008年；　平成20年 �2007年：　平成19年 �2006年：　平成I8年 �2005年：　平成I7年 �2000年：　平成i6年 

2003年：－　平成は年＿ �＿2002年二　平成博年 �〟　－200一年二　平成1－3年 �「2製油年こ　乎成一成年 �＿！？99卓二　平成Ii年 �Iqq8年：－　平成IO年 

Iqq7年：　平成9年 �Iqq6年：　平成8年 �1995年：　平成7年 �iqq4年：　平成6年 �Iqq3年：　平成5年 �Iqq2年：　平成4年 

IqqI年：　平成3年 �1990年：　平成2年 �Iq89年：　平底日毎昭ね的年 �I988年：　昭和63年 �Iq87年：　昭和62年 �1986年：　昭和61年 

Iq85年：　昭和60年 �1984年：　昭和59年 �Iq83年：　昭和58年 �Iq82年：　昭和57年 �iq8i年：　昭和56年 �1980年：　昭和55年 

Iq79年：　昭和54年 �iq78年：　昭和53年 �Iq77年：　昭和52年 �Iq76年：　昭和5i年 �iq75年：　昭和50年 �iq74年：　昭和49年 

iq73年：　昭和48年 �iq72年：　昭和47年 �iq7i年：　昭和46年 �1970年：　昭和45年 �iqe9年：　昭和44年 �Iqe8年：　昭和43年 

Iq87年：　昭和42年 �Iq88年：　昭和41年 �iq65年：　昭和40年 �iqe4年：　昭和39年 �Iqe3年：　昭和38年 �Iq62年：　昭和37年 

IqeI年：　昭和36年 �1960年：　昭和35年 �iq59年：　昭和34年 �iq58年：　昭和33年 �Iq57年：　昭和32年 �iq56年：　昭和3i年 

Iq55年：　昭和30年 �Iq54年：　昭和29年 �lq53年：　昭和28年 �Iq52年：　昭和27年 �Iq51年：　昭和26年 �Iq50年：　昭和25年 

ス打己，ゾくじ

①◎①e

カラテ阿－ムフェスティバル20Iq全国大会は、スポーツくじ助成（†°to）の対象事業です。

■カラチ印一ムフェスティバル20Iq全国大会事務局○ 

千は21二〇g子4∴ii東京都新宿区新小川町‾q」20言新小川町ビルZF“ 公式HP：http：／／www．Shinkyokushink°i．coJp 
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