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カラチドリームフェスティ′0レ2020全国大会出縄選手募集要項

本大会は、「フルコンタクト空手続技会開催ガイドライン」に基づいて・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に最大限取り組んだ運営を租、ます。

○新型コロナウイルス感髄対策ガイドラインS

本大会は、以下の通り運営いたします。出場豊子ならびに保護者、所属長は必ず本ガイドラインを確認の上出場申し込みを行ってください。

①入館制限；

選手I名につき、入館可能なサポーター（付き添い）はl名です。

②健康チェック

来館者には健康チェック（検温健康チェックシートの提出、その他）を行います。詳細は決定次築、公式HPに掲載します。

③入場制限：

原則としてアー）－ナゾーンには、選手のみが入場できます（セコンド無し）。サポーターはスタン鴨に入場できます。但し・幼年一小学3年生の選手のサポ

ーターは、当該選手の出場する試合の5試合前よIl、ア・）一ナゾーンの所定繊維で入場できます（セコンドでの応援はで裳せん）。当該選手及びサポー

ターは、試合が終了したら速やかにスタン帽にお戻りくたやい。いかなる理由があっても、試合に遅れたり・他者の試合に間違えて出場した場合は失格とな

ります。

④グループローテーション糾

各階級をグ／レナl（Gl）－グループ5（G5）までの5つのグループに分割しますo説舘節子（運営）は・グループ別にローテーションしますo選手は出場す

るグループの入場開始時刻（体重計測の必要選手は計量既婚時刻‘こ会場へお越しくださいoまた出場グループの試合が終了したら、全ての選手とサポー

ターは体育館より退館してください。

・グループ編成

大会初日…G5：型部門／G4：シニア選手権（組子）＋新人戦

大会2日自…GI：幼年一小学3年生／G2：小学4年生へ小学ら年生／G3：中学生高校生学生∪25女子

※グループ編成は変更する場合がございます。

⑤配布物：

接触・飛沫対策のため、選手への弁当・inや）－の配布は行いません。

⑥セルフ対応：

必要最小限のスタッフは運営します。選手の招集・誘導は行いませんので出場する試合を自身で管理し・試合物こ登壇してください。

⑦その他！

開会式は行いません。その他の詳細は決定欠集公式HPに掲致します。



I．大会名：東日本大農災復興支援チャリティー骨髄パンクチャilティーオープントーナメントカラチ印一ムフェスティ′ル2020全国大会

2・開催日：202－年3月－3日（土）・協若草）娩扉／13ののみぴ・

3．会　場：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷日7－I）

JR中央・総武線「千駄ヶ谷駅。都営大江戸線「国立競支揚駅」より徒歩5分【駐車場の用意はありません】

4．主　催；カラチドリームフェスティバル実行委員会／NPO法人全世界空手道連盟新種真会

5．復姓定）：公益脚注大日本骨髄パンク／厚生労働省／国土交通省／スポーツ庁／東京即日本格闘兢技連盟／ジェイ・ボーッ

もゴロ調練：「鯛拘ロナウイルス鰯墟郊勘イドライン（！ページ参㈲」をこ硬軟ださい。

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I00輪敢学年別、年代別、種目別、男女別、体重別、詳細はI5・階級表を参照）

q・彬弐：カラ刑－ムフェスティ′くル試合規約（公婁申胆じる組搬およ嘲技

※触手・型の両競技共に新種真会以タゆ流派団体が出場で隷す（但し・新人戦の出渇は新種貴会会員のみ）。

一〇・申込方法：。SU－NJ（オスネソト）Iこよる揃イン申込：

※新鶴会跡の流派団体の出端豊艶千・別途登録が必雲です藷細は公式HPをこ轍ください（新種典全会員は自動鞠e

’‘‘醐警窯業三軍器祭器器器窯業よって棚

ことができます。なお申込内観こ修正がある場合は、あう力、匁孝へ精申払子で圧伊井斬あー年功でl所邦男

12．出場料：申込種目に応じ、下記①～⑥とする。

注I：全日本選手権の組子甜叱新人戦の両方に出場することはできません。

コロナ慰染脆対こ麹菌して、政府・自治体が蝶恵事態直吉やイベント中止要請を発令し・その発令期間こ本大会珊軸が含まれている場合主催者判的こより本大会を

中止とする場合がご札、ます。その場合、出穂削腿釦、たします○また出端選手の在住自治体より不要・不急の外出自粛・移動自粛等を愛離れた場合・大会参緬こ

対すろ不要・不急の判断些該当選手ならびに保護者の任意とします。その判断に鮒、・欠場する揚斜二は出場料毯釦、たしません。

I3．支払方法： 出現石確証書と出易，脅包み効、着生へ捗の邦と提生して壬から

粋を短め疲LC扮Yld与り一，偽丁へ9聾象印Z捜索ふては躯弘，

本大会はグループローテーション制を採用し、各階級をグループー（G－）一グループら（G5）までの5つのグループに分割します。試銘子（運営）は・グループ

別にローテーションします（群細は一ページ書馴些出射ろグlレナの大棚曲軸（サ重油的地軸臨輸帽珊瑚）に紺へ揃岨

l竃竃等：したら’掴サボ‾夕‾は艦摘‥G4
各全日本選手権（型）、全日本シニア選手権（組子）・新人戦及び組手軸且の体重甜捌く軽・軽中・中・軽重量級の逆毛体重区分無し及び重量級の計量はなし）

q：00G5（型部門）大場

IO：00試合的胎

〇二二〇二二二）



軌誠一tPS⑨～概
I5．階級衷：

注I：（）内の数字は階級番号てす。各階級は主催者の判的こより、統合・分割・廃止する場合がございます。

・型部門

・型部門

・組子部門



生

・型部門
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夢軌轟も
⑨新種真カラチ全国新人戦2020（新種真会の会員のみ出場刊

出場剰制申し込み時点で以下の条僻満たしていれば出場でき射※（3）の条的噺に迫耽れました。必ず髄圃欧ださい。

（1）各階級は特別設定があります（出場する際は必ず申込時の姥着用してください）o

（2）過劫こ各全日本選手権（印一ムかリブ今のの組子部門で入賞した選手は出場できません。

（4）過去に各ブロック大会、各都道府県大会の上級階級（組子）での堕轡璃渚は出場できませんe

（5）20I8年4月一申込時点までに開催された錬成（交沸大会の上級階級（組子）での些鰯緒は出場できません。

※各大会（ブロック／都道府県／錬成・交湘lこおいて上級、初級等のクラス分けか洋間、場合は上級階級とみなします。

※各大会（ブロック／都道府県／錬成・勅勘こかて初級中級クラスでの優勝経験者は出場できます。

・幼年：白帯一青帝まで出場可能

（I的）幼年年中男癒島台2015／4／2－20Ie／4／I生 （IlO）幼年年長男女混合20I4／4／2－20I5／4／I生

・小学I、2、3年生：白帯一青帯まで出場可能

（III）小学I年生男子軽量級（23kg束的 ��（iI2）小学I年生男子重量級（23kg以上） ��（II3）小学i年生女子 

（II4）小学2年生男子軽量級（25kg窮め ��（lI5）小学2年生男子重量級（25kg以上） ��（IIe）小学2年生女子 

（II7）小学3年生男子 �（II8）小学3年生男子 ��（IIq）小学3年生男子 ��（I20）小学3年生女子 

軽量級（、25k9未満） �中量級（25kg以上30kg未満） ��重轍30k9以上） 

・小学4、5、6年生：白帯一貫帝まで出場可能

（121）小学4年生男子 �（122）小学4年生男子 �（I23）小学4年生男子 �（I24）小学4年生女子 �（i25）小学4年生女子 

i軽量級（30k9お前 �中量級（30kg以上35kg未満） �重量級（35kg以上） �軽量級（32kg条約 �重量級（32kg以上） 

（I26）小学5年生男子 �（I27）小学5年生男子 �（128）小学5年生男子 �（12q）小学5年生女子 �（I30）小学5年生女子 

能動鍬33k9未満） �中量級（33kg以上38kg束勘 �重量級（38kg以上） �軽量級（35kgお劫 �重量級（35kg以上） 

（Ii‾311）小学6年生男子 �（Ii3、2）小学ら年生男子 �（1133）小学6年生男子 �“（i‾34）小学‾6年生女子 �（「3切小学6年生女子 

軽重級（36kg未絢 �中i級（36kg以上43kg弟劫 �重量級（43k9以上） �軽重級（40kg東砂 �重量級（40kg以上） 

・中学生：白帯一線帯まで出場可能

（I36）中学生男子軽量級（50k9宋劫 �（I37）中学生男子重賞級（50kg以上） 

（I38）中学生女子軽重級（45kgお前 �（I39）中学生女子書取45kg以上） 

・高校生：白帯一線帝まで出場可能

（140）高校生男子軽量級（60k9お節 �（I4I）高校生男子中量級（eOkg以上65kg未鞠 ��（I42）高校生男子重量級（85kg以上） 

（I43）忠放生女子軽量級（55kgお酌 ��（I44）高校生女子重義級（55kg以上） 

・シニア：白帯一貫帝まで出場可能

（145）男子I9才以上30才未瀦‖授賞級（70kg未満）qV4／2－’02／4／I生 �（I46）男子Iqオ以上30才未満重量級（70kg以上）‘qi／4／2－’02／4／I生 

（I47）男子30才以上35才未満軽量級（70k9お酌‘86／4／2－‘qI／4／I生 �（I低）男子30才以上35才未満重量級（70kg以上）‘86／4／2－‘qI／4／i生 

（間宮）男子35才以上40才未潜館長級00佃未満）‘8－し／旬2－‘紡／卑1－生 �1－（il′50）男子35－才以上組才未諸事曇級（70kg以上）／‘8－IH2－‘86均／・l生 

（15I）男子40才以上45才未満口座轟級（70kg束絢‘76／4／2一‘81／4／l生 �（i52）男子00オ以上、45才未満重量級（70kg以上）平ら／4／2－‘8日4／I生 

（I53）男子45才以上50才未満軽重級（70kg未満日印／4／2－‘76／4／l生 �（I弧）男子45才以上、50才未満重量級（70kg以上）印／4／2－‘76／4／I生 

（I55）男子50才以上55才未満軽量級（70kgお酌‘68／4／2－‘7I／4／I生 �（I56）男子50才以上55才未満重量級（70kg以上）‘66／4／2－‘7I／4／I生 

（I57）男子55才以上60才気溝軽量級（70kg末前‘eV4／2－‘ee／4／i生 �（158）男子55才以上60才未満貴重級（7°kg以上）‘eI／4／2－‘66／4／I生 

（I59）女子iqオ以上30才未満軽重級（55kg束劫‘ql／4／2－’02／4／I生 �（Ie0）女子Iqオ以上30才未満重量級（55kg以上）‘qI／4／2－’02／4／I生 

（IeI）女子30才以上00オ未満軽量級（55kgお絢‘81／4／2－‘qI／4／I生 �（162）女子30才以上的オ未満重量級（55kg以上）‘8日4／2－‘qI／4／I生 

（Ie3）女子00オ以上50才未満軽量級（55kg束的‘7I／4／2－‘8I／4／I生 �（Ie4）女子00オ以上50才未満重義級（55kg以上）印／4／2－‘8I／4／i生 

（I85）女子50才以上60才未満軽量級（55kg衆論‘ei／4／2－‘7i／4／I生 �（iee）女子50才以上60才未満重量級（55kg以上）‘eI／4／2－‘7I／4／I生 



増田L

哩轍の軽量級・曲霊級・中量紺軽重班の遭珊（請帥同か出獄です・磨態争乱の簡暇び重量級の出職印晴摘、ませ乍

②計量日は3月I3日（土）のみき予定しています。詳細は決定欠魚公餌Pに掲載しますe

⑪世圭は第を同室で艦艇は宣下（ガン、と単軸Tシ間1にで計測します」坤伽、十日付着し引いた描伸縮旺宣r博す∩捕－この指珊詳細

呈すか富合ふ廿鴻任が公式体重と刺鉦下着のみ雑費での計t脆く舶lいたしますn

④壁書が各臓の規定体重掘過した地神、輔弼弛蛙耕詑早来か、場合は空夢です・

I7．試合時間：各階級の試合時間（組子部門）を以下に規定する。

日‘ 

＼　　轍 �本戦 �延長戦 
幼年　　　＼　i �I分 �Iン／／ 

小学生各轍　　　　＼ �I分30秒 �1分30秒 

中学生各階級 

高放生各階級 �　＼　　　2分　　／ �2分 

学生各階級 �、、：ンン／ �2分 

∪25女子各階級 �2 �2分 

シニア男子各轍（－65才未満までの階級） �1分30秒 �1分30秒 

シニア女子各階級（一60才未満までの階級 

シニア男子65才以上70二歩／‾ �I分 �I分 

シニア女子eヅ応諾 

※伸　　び試割判定庸子いません。本戦て勝敗が決しか、場合は、延長戦を御、ます（マスト判定システム）o 

壕選手の参加人数等により変更する場合がございます（主催者判断）。 

②新軽費カラチ全国新人戦 

P搬 �本戦 �延長戦 

幼年各階級 �I分 �i分 

小学生各指紋 �l分 �I分 

中学生各階級 �I分30秒 �I分30秒 

高校生各階級 �1分30秒 �I分30秒 

シニア各階級（男子／女子） �I分 �l分 

ー※体重判赦び議割判定は行いません。本戦で溝敗が決しか、場合広i延長戦を行います（マスト判定システム）。 

※出甥選手の参加人数等により変更する場合がございます（主催者判断）。



I8．防具：各階級（組手鍋？）の着用防具を以下に規定する（全日本選手権・新人鰻重通し※○印は「糊勤務が有I）」の恵×は「糊を寮ずる」の意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000。000°‾‾ 

クラス／部位 �頭部 ○は新種具会 摘む問う朝方を 繊着のこと �脛と 足甲 �勝 �拳 �下腹郵 �胸部 �赤帝／赤マーク �胡ピース／帝止め 心臓しんとう八〇ツド 

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（I－2年生） �○ �○ �任意 �○ �○ �× �○ �任意 

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

小学生女子（I－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 �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

中学生女子 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

高校生男子 �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

高放生女子 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任恵 

学生 �× �× �× �× �○ �× �赤帯○赤マーク× �任意 

∪25女子 �× �○ �× �× �○ �○ �赤碕○赤マーク× �任意 

シニア男子 �○ �○ �○ �○ �○ �× �○ �任意 

シニア女子 �○ �○ �○ �○ �○ �○ �○ �任意 

上記と合わせて公約rPに掲載の「カラチ印－ムフェスティバル辞令規約」及び防具ガイドライン」を必ずこ璃ください。

②防具は新種真会指定商品の白色のみ着用可です。指定繭品は「防具ガイドライン」をこ確認くださいo

③ヘッドガードにはイカ一シールドの袈着的職的ゆすられ綿。なお、新種機会指定虎品のみ使脚能です。指定商品は「防具ガイドライン」をこ璃ください。

④防具（赤帯・赤マーク、インナーシールド今のを正しく着用してください。正しく着郎れていない場合（近親たはTシャソの内側に着用していか、・インナーシー

ルドを装着していか、赤帝・赤マークの4点ゼットに不備がある等）は失格となります。また、防具（インナーシールド含めの加工劣化（打撃・保護部分である手

足の甲、陳脛等をかパーしていか、、パソドが薄い等）を審判に判断された場合は失格とか）ます。

試合中に手足、胸臥急所（金的・アンダーガード）の防具が身体から完全に外れた場合は、主審判断によって当該選手に注意iが与えられますoなお・繰り返し

だ場合には注意が和算されます（ヘッドガードは対象外）。

防具の不備等ぼる試合への遅刻は、いかなる理由があっても失格となります（運営スタッフの指摘はる買い替え等も含む）eなお・この失脚こ伴う苦情は一切

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御、ません○ヘッドが一同含め着用戴務がある防具を必ず各自でご用意ください。

⑧任意防具を着用する場合も同樹こ各自でご用意ください。心腫しんとうパソドマウスピース帯どめの装用は任意ですo

⑨テーピングの使用は医師の診断書がある場合のみ認められます。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o

ヘッドガードの金網面の経年劣化ぼり、コーティング善隙が眺朝略ちるケースが散見されますe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、思わぬ怪我をする場合がありますので必ず事前に自身のヘッドガードを確認し、該当する揚合は速やかに使用を中止して新しい商品を購入してくださいo

Iq．セーフティ・ルール：各全日本選手権（学生選手権・∪25女子除く）組子部門、新人戦には当ルールを採用します。

商圏園　田：整亜遜亜H三　園田辺囲田　　園圏薩田

①一本勝ち

（l）反則箇所を駅部分へ突き・蹴り・相打ち等有効技を瞬間的に決め、相手選手がダウンした場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、下段廻し蹴りの合わせ技が見事に決まり・相手の体が宙に浮いて倒れた瞬間峠タイミング良く下段突きを決めた場合

（3）相手選手が3秒以上戦意を寝失したとき。

（4）「技有り」を2本取ったとき。

②技有り

（－）反則箇所を駅部分へ突シ蹴り・肘打ち等有効技到瞬脚昧決め、そのダメージによIl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）蹴り拗リーガード状態の上段にグ）－ンヒ・ソトした場合（但し・押しつけただけ・触った紺ナ、かすっただけの蠍）は無効）。

（3）足払い、下段廻し甜）の合わせ技及び前蹴り・廻し甜）等の蹴破が見事に決まり、相手の体が宙に浮いて倒れた場合

（4）胴廻し回輯謝）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）相手選手が戦意を良失したとき（3秒未満）。
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⑬大会のトナメント表は3月上旬に公式HPにて公開予定です。めケンは3月上旬の送付を予定しています。

⑰主催者の判断によって、本大会に関する事前告知のか、変更が生じる楊合がございますのでご了承ください。

空軍些寧
一日本選手権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿● 

ヽ撃。1駈始期　　　　醍醐 ��階級 �疎生鯛　　　　一早慶騙 

幼年（年中／ �20I4年4月2日　　－　　2016年4月I日生 �シニア男子30才以上35才未満 �Iq86年4月2日　　－　　　91年4月i日生 

小学l年生 �261糠鯉2日　－　20－4年4月一日生 �シニア男子35才以上40才未満 �－98－年4月磐／てIq86年4月I日生 

小学2年生 �2012年4虚言ヽ」－　20－I年4月一日生 �シニア男子40才以上45才未満 �ーqT三年イ離日　一　一q8－年4月一日生 

小学3年生 �20I一年4月2日　ヽヽヾOI2年4月一日生 �シニア男子45才以上50才未満 �7i年4月2日　　－　Iq76年4月I日生 

小学4年生 �20IO年4月2日　一　馬ト半月一日生 �シニア男子50才空ツタ罷 �Iq66年4月2日　　－　Iq7I年4月I日生 

小学5年生 �2000年4月2日　－　20IO年4甫トキ �シニア好ヂ60才輔 �IqeI年4月2日　　－　Iqe6年4月I日生 

小学ら年生 �12008年4月2日　　－　　2009年4月l日生 �60才以上65才未満 �1956年4月2日　　一　IqeI年4月I日生 

中学I年生 �2007年4月2日　　－　　2008年4月I �シニア兎やし上70才輔 �lq51年4月2日　　一　Iq56年4月l日生 

中学2年生 �200軸月2日　－　200〆日生 �シニア女子－9才虚や掌緯 �IqqI年4月2日　　－　　2002年4月I日生 

中学＿3．年生　－ �ーi・創05年4月揖i∴ノ禽隼雄一児生 �＿iシニア女子＿30才以上、40．才、 �工98、子年4月＿2日∴　　一　　周9－年4月－上目圭一 

高校I年生 �2000年4月2早ノでr2005年4月一日生 �シニア女子40才以上50才未満 �詣汁やビ2日　一　一98I年4月I日生 

高校2年生 �2∞3ダ　ー　2α弘年4月一日生 �シニア女子50才以上60才未満 �Iqe一年4虚も、∵Iq7－年4月一日生 

搬3年生 �〆4月2日　－　2003年4月I日生 �シニア女子60才以上70才未満 �－95－年4月2日　、ヽ里一年4月I日生 

学生男 �大学・大学院・短期大学・専門学校に在籍の男子 �型一般19才以上35才未満 �Iq86年4月2日　一　愚息掌早，日生 

女子 �Iqq6年4月I日　　一　　2002年4月I日生 �型一般35才以上 �～　Iq86年4月 

＿②新人戦 OSSOSSm 

階級 �誕生始期　　　　　　　　　誕生鯛 �階級 �誕生始期　　　　　　　　　湊生鯛 

幼年（年中） �20I5年4月2日　　－　　20I8年4月I日生 �シニア男子Iqオ以上30才未満 �IqqI年4月2日　　－　　2002年4月I日生 

幼年（年長） �20I4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 �Iq86年4月2日　　－　Iqq1年4月i日生 

小学i年生 �20I3年4月2日　　－　　20I4年4月l日生 �シニア男子35才以上40才未満 �iq8I年4月2日　　一　Iq86年4月I日生 

小学2年生 �20I2年4月2日　　一　　20I3年4月I日生 �シニア男子40才以上45才未満 �Iq76年4月2日　　－　Iq8I年4月i日生 

小学3年生 �20II年4月2日　　一　　20I2年4月I日生 �シニア男子45才以上50才未満 �Iq7I年4月2日　　－　Iq76年4月I日生 

小学4年生 �20IO年4月2日　　－　　20II年4月I日生 �シニア男子50才以上55才未満 �Iq66年4月2日　　－　iq7I年4月I日生 

小学5年生 �2009年4月2日　　～　　2010年4月l日生 �シニア男子55才以上60才未満 �IqeI年4月2日　　－　iqe〇年4月I日生 

小学ら年生 �2008年4月2日　　－　　2009年4月I日生 �シニア女子Iqオ以上30才東浦 �IqqI年4月2日　　一　　2002年4月I日生 

中学I年生 �2007年4月2日　　－　　2008年4月I日生 �シニア女子30才以上40才未満 �Iq81年4月2日　　－　IqqI午4月I日生 

中学2年生 �2∞6年4月‾2百　　一一　　2007年・4月で日生1 �シニア女子40・オ以上一50‾オ未満 �十97I年、4月21日－　1－1∴∴1勺18十年4月十日＼生 

中学3年生 �2005年4月2日　　－　　2006年4月I日生 �シニア女子50才以上60才未満 �iqeI年4月2日　　一　Iq7I年4月i日生 

高検I年生 �2α地車4月2日　　－　　2005年4月I日生 � 

南牧2年生 �2003年4月2日　　一　　2004年4月I日生 

高校3年生 �2002年4月2日　　－　　2003年4月I日生 
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23．茜暦和歴早見表：

20I6年：　平成28年 �20I5年：　平成27年 �20I4年：　平成26年 �20I3年：　平成25年 �20I2年：　平成24年 �20iI年：　平成23年 

2010年：　平成22年 �2∝ゆ年：　平成21年 �2008年：　平成20年 �2007年；　平成Iq年 �2006年；　平成I8年 �2005年：　平成17年 

2004年：∴平成子ら年へ �2003年：　平成15年i �2002年：　平齢I・4年一 �1200／I年：　平成子3年‾ �一一2000年：　乎穀iI－2年1 �当rqq9－年：　平成十十年 

Iqq8年：　平成IO年 �Iqq7年：　平成9年 �Iqq6年：　平成8年 �Iqq5年：　平成7年 �Iqq4年：　平成6年 �lqq3年：　平成5年 

lqq2年：　平成4年 �IqqI年：　平成3年 �Iqq0年：　平成2年 �　平成l年 iq89年： 　昭和64年 �Iq88年：　昭和63年 �Iq87年：　昭和62年 

岬86、年；i昭和ell年・ �∵I、iq851年；・昭和60年■ �、一国84年：i昭和－59年 �i十983年：　昭和58年・ �一I・98211年；i昭和57ヰ �一一　的8子年：　－昭和56－年 

Iq80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4q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：　8弼44年 

1968年：　昭和43年 �Iq67年；　昭和42年 �Iqe6年；　昭和41年 �Iqe5年：　昭和40年 �Iq64年：　昭和3q年 �Iqe3年：　昭和38年 

膚62年；　一昭科37年1 �一　十96－i年：　昭和・136年・ �i子960年：　－昭和35年 �・岬5午年；∴∴・昭和－34年1 �一　十年58年；∴∴i昭和－313年 �ー11957・年：　－昭和32－年 

Iq56年：　昭和3i年 �iq55年：　昭和30年 �1954年：　昭和2q年 �Iq53年；　昭和28年 �Iq52年：　昭和27年 �Iq5i年：　昭和26年 

○カラチド）一ムフェスティバル2020全国大会事務局○ 

〒I62－08I4　東京都新宿区新小川町9－20新中IIl町ビル2F 

公式HP：…p：／／vww．shinkYokushink°i・Co・jp 
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