
各団体長 様        令和 5 年 1 月吉日 
         江北空手道クラブ 
         クラブ長 合原 正典 
 
 

江北空手道錬成大会のご案内 
 
拝啓 酷寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。 
さて、第 11 回江北さわやか Jr.空手道大会は中止しましたが、コロナ第８波も減少傾向にありますので、

急では御座いますが県内団体のみで江北空手道錬成大会を開催したいと思います。下記の通りご案内し

ますのでよろしければ参加ください。ただし、コロナ禍はまだ終息しておりませんので、ご不安の方はす

みませんが参加をお控えください。 
また、参加される団体は多数の審判員協力をお願い致します。 
 
           敬具 
 
 

＊＊＊ 記 ＊＊＊ 
 
１．開催日 

令和 5 年 3 月 12 日（日） 9 時 00 分より開始式 （開会式は行いません） 
 

２．競技会場 
   江北町ふれあい交流センター「ネイブル」多目的ホール 
  所在地：佐賀県杵島郡江北町山口 1334  ☎0952-71-6321 
 
３．連絡事項 
  今回、省資源活動より、パンフレットは各団体２部の配布は行いますが選手全員分の配

  布は行いませんので必要な方は当日ご購入をお願いします。 
  江北空手道クラブのホームページへ 3 月初旬に組み合わせを掲示しますので、事前に

  トーナメントをご確認頂けます。 

  ホームページ https://jkask.jp 

 
 



【注意事項】 

 
 

1. 中学生団体戦 
 中学生の団体戦のチーム編成は 男子２名女子１名で１チーム編成とします。 

内容：（先方）男子 （中堅）女子 （大将）男子 
チーム２名でも参加可能です。 

 男子１名，女子１名の場合は （先鋒）男子 （中堅）女子 （大将）棄権 
 男子２名の場合は、  （先鋒）男子 （中堅）棄権 （大将）男子 

 勝ち数と内容で引き分けの場合、男子で代表戦を行います。 
 ※）注意： 小学生の中学生繰り上げ団体戦出場は禁止です。 

 
 
2. 幼年のメンホー着用について 

幼年もメンホー着用としますので、各自で準備をお願いします。 
 
3. 今回より選手の名前間違い防止のため、Excel sheet での申し込みとします。 

江北空手道クラブのホームページより、申込書のダウンロードも可能です。 

ホームページ https://jkask.jp 
 
  申し込みは下のメールアドレスへメール添付でお願いします。 

   kohoku_karatedo_club@yahoo.co.jp 
 
5．参加申し込み期限 
 2 月 15 日（水）までとさせて頂きます。 
 
6．参加者の都合による欠席の場合、参加費の返金は行いません。 
 
7．駐車場 
 ネイブルの駐車場（300 円）は、最近 JR 江北駅の利用者増により埋まっています。 

さわやかスポーツセンター，うるる，幼児教育センターの無料駐車場を準備します

のでそちらをご利用ください。 徒歩 3 分以内です。 



【 大会要項 】 
 
1． 競技会開催日 

令和 5 年 3 月 12 日（日） 
 

2． 競技会場 
   江北町ふれあい交流センター「ネイブル」多目的ホール 
   所在地：佐賀県杵島郡江北町山口 1334  ☎0952-71-6321 
    長崎線 肥前山口駅下車 徒歩 2 分 
  佐賀県内の方は電車での来場をお願いします。 

ネイブル駐車場は有料ですが、最近 JR 江北駅の利用者増によりネイブル駐車場の空き

が非常に少なくなり、イベントごとに満車トラブルが発生しています。 
徒歩 5 分圏内に無料駐車場を準備していますのでそちらを優先的にご利用ください。 
注意：イオンのお客様駐車場とネイブル隣のだいちの家には絶対に駐車しないで下さ

い。毎回クレームが出ています。各団体の責任者の方はご指示をお願いします。 
 
3． 競技時間 

開場  8:00  
審判会議 8:25～ ２階会議室 
開始式  9:00～ （ 開会式は行いません ） 
（各コート最初の競技へ出場選手は、防具を付けてメンホーを持って開会式へ整列し

てください。） 
終了予定 17:00 
   

4． 大会参加費 
個人 2,500円 / 1 人  団体 3,000円 / 1 チーム 

 
5． 競技内容 
・競技規定 全日本空手道連盟競技規定と、本大会の審判団申し合わせ事項により執り行います。 
  幼年,小学生は、相手へのテイクダウンは禁止 
  
・参加資格 令和 4 年 3 月現在の幼年から小・中学生まで 
 
・競技内容 a) 個人戦 

1 分間（フルタイム）6ポイント先取。 
   決勝戦は 2 分間（フルタイム）6ポイント先取。 
b) 団体戦 

決勝戦まで 1 分（フルタイム）6ポイント先取。決勝まで 3人全て行います。 
     小学生団体戦では、ポイント数の内容まで引き分けの場合、同年枠で対戦 

できる上級学年より代表戦を行います。 
c) 3位決定戦は、個人戦・団体戦とも行いません。 
参加者多数の場合は時間の都合上 4ポイントへ変更しますのでご了承ください。 

  



 
・安全具 防具は全て全空連の認定品を使用してください。  

メンホー、ボディプロテクタ、拳サポータ、インステップシンガード、ファールカップ

（男子のみ）    
注意 1 メンホーはマウスシールドを装着すること 
注意 2 中学生の赤青リバーシブル拳サポは禁止です。 

   
・競技種目 【個人戦】 

幼年の部  〔男女混合〕   
  小学１年の部〔男女別〕  小学２年の部〔男女別〕 
  小学３年の部〔男女別〕  小学４年の部〔男女別〕 
  小学５年の部〔男女別〕  小学６年の部〔男女別〕 
  中学の部  〔男女別〕 
  【団体戦】 
  小学生 男子・女子の部  

3人制［先鋒：1・2 年 中堅：3・4 年 大将：5・6 年］ 
   下学年からの繰り上げ出場は可能。（例：3・4 年枠に 1・2 年生の出場は可。） 

中学生 混合  
3人制［（先鋒）男子 （中堅）女子 （大将）男子］ 
小学生からの繰り上げ出場は不可。 

◇ 団体戦種目のエントリーは、それぞれ 2 チームまで 
 
6． 監督コーチ 

各団体、監督 1 名、コーチ 3 名まで 
 

7． 服装について  
選手は、必ず全空連競技規定に準じて下さい。上衣袖は手首が隠れないこと。下衣 
は足首の踝が隠れないこと。女子で髪を束ねる場合黒か紺のゴム。ヘアピンや派手なリ

ボンは禁止。 背中に、クラブ名と選手氏名のゼッケンを縫い付けて下さい。 
監督・コーチは、選手を指導する立場なので必ず空手衣か全空連指定のジャージを 
着用し、腕に監督・コーチの腕章を付けていください。 

 
8． 参加申込について 

江北空手道クラブのホームページより申込書 Excel sheet をダウンロードし、申込内容

を記入され、下のメールアドレスへ送信をお願いします。 

ホームページ  https://jkask.jp 
申込メールアドレス kohoku_karatedo_club@yahoo.co.jp 

  



 
9． 申し込み締め切り 
締め切り日を 2 月 15 日（水）とします。 
参加費の支払いについては次の口座へお振り込み下さい。 

 振り込み先口座： ゆうちょ銀行 総合口座 
  郵便局から振り込み場合 
   記号：17750  記号：8746151   名義人：ゴウハラマサノリ 
 
  郵便局以外の金融機関からの振り込みの場合 
   店番：778 貯金種目：普通貯金  口座番号：0874615 
   名義人：ゴウハラマサノリ 

 
10．ケガ等について 

・選手はスポーツ安全保険への加入をお願いします。 
・競技におけるケガは応急的な処置は行いますが、本大会では責任は負いませんので、各団体及び選

手の自己責任において対応をお願いします。 
 
11．その他 

・各団体 2 名以上の審判員のご協力をお願いします。副審のみでも可能です。 
・競技会場多目的ホール 1階では飲食は禁止されていますので、昼食はエントランスか会場の外で 
お願いします。 

 
  【注意】 

小さいお子様や小学生選手は保護者様・団体長で責任をもって管理をお願いします。 
子供が駐車場で石を投げたり棒を振り回すなどして車を傷つけるトラブルが発生しました。 
駐車場でのトラブルは大会主催側では一切責任を持ちませんので、よろしくお願いします。 

 
12．お弁当について 

  価格 600円（税込）  江北町内の手作り弁当を手配します。 
お申込は、選手参加申込書の弁当欄に個数を記入して下さい。参加費と合わせて入金

もお願いします。 
 

 
以上 

 


