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平成２４年４月吉日

（財）国際空手道連盟　

極真会館　大分県支部

   拝啓　陽春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高

配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

   さて、この度極真会館大分県支部は道場生の技量の向上及び極真空手の発展を目的に

下記の通り交流試合を開催致します。

   つきましては、多数のご参加及びご協力を何卒お願い申し上げます。

（誠に恐縮ですが、各用紙不足分はコピーにて対応を宜しくお願い申し上げます）

敬具

１、開催日時 平成２４年５月２７日（日曜日）

受付時間　８：３０～９：００

開会式　　１０時

２、開催場所 大洲総合運動公園　大分県立総合体育館（柔、剣道場）

３、開催場所住所 大分市青葉町１－１　電話　097（551）1511

４､ 参加料

男女高校生以下 一般(女子・壮年･一般)

組手のみ出場 ５，０００円 ６，０００円

型のみ出場 ４，０００円 ４，０００円

組手と型両方出場 ７，０００円 ８，０００円

注意 ： 申込料は申し込み時にお支払い下さい。尚、申し込み後の出場辞退、棄権等

          いかなる場合においても返金はいたしません。

５、申し込み締切り 平成２４年５月８日（火曜日）必着

６、申し込み方法 大会参加申込誓約書に必要事項を記入の上、参加料と医師の診断書（組手一般部のみ）を添えて

指導員へ提出してください。高校生以下は保護者の同意書が必要です。

各支部取り纏めで下記大会事務局へ送付願います。

※　大会事務局 〒870‐0933　

大分市花津留　1‐12‐12

極真会館大分県支部　事務局

TEL 097(556)4511 　　FAX 097(556)4632

※  添付書類 １．本書ご案内、 ２．大会参加申し込み誓約書【型】、３．大会参加申し込み誓約書【組手】

４．その他注意事項

２０１２年第５回豊の国ゴリラカップ空手道選手権大会

－記－

各支部道場生各位
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私儀、本大会の試合規定に従って、正々堂々と技を試し合う事をここに誓います。
大会開催中、負傷及び事故等が生じた場合、主催者に対しまして一切責任を問いません。
又、主催者が下した裁定について従うことに同意します。

　　　　　
(高校生以下）

　生年月日（西暦）　　　

　現住所 　　　〒　　 　ー 　 　性別（○印）

　     　   Tel.

 　段級位

　　　　　　　　　　　支部

　　　　　　　　　　　道場

出場する試合の番号に○印を記入してください。 　修行年数

　大会入賞実績 (型) 出場クラス （別紙各部門表を参考）

　　　No.

　　　　　　      　

選手氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       印

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      印

 ２０１２年第５回豊の国ゴリラカップ空手道選手権大会 

  　　　　　　年        　　　月      　　　　 日

【大会参加申し込み誓約書】

型の部
大会実行委員長　　　　　　　三 村 忠 司         殿

　会員番号　No.

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　フリガナ

　　　　　　　　　　　年　　　　ヶ月

　年齢（2011年5月27日時点の年齢　）　　

　　　　　　才 　　　　　    学年（学生のみ）
　選手氏名

　　　　携帯番号
　　　　男　　・　　女

の部

　　　　　　所属支部　・　道場

１．組手のみ出場、 ２．型のみ出場、 ３．組手と型両方出場

   身長　　　　　 　　cm

     位に○印　　　　　  段

　　　　　　　　　　　 　　  級   体重　　　 　 　　 ｋｇ

予選 本戦

No.2 初級 平安その２ 平安その３・平安その４・平安その５・安三

No.3 上級 平安その５ 安三・突きの型・撃砕大・撃砕小・最破・征遠鎮

No.4 初級 平安その２ 平安その３・平安その４・平安その５・安三・突きの型

No.5 上級 撃砕小 突きの型・最破・臥竜・征遠鎮・十八・観空

※ 初級 ： 白帯（無級）  ～  青帯（7級まで）
上級 ： 黄色帯（6級以上）  ～  黒帯 （初段以上）

足技太極その３・平安その２・平安その３・平安その４全員No.1
幼年～

小学３年生

高校生・女子部
一般部・壮年部

太極その３

小学４年生～
中学３年生

カテゴリー
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私儀、本大会の試合規定に従って、正々堂々と技を試し合う事をここに誓います。
大会開催中、負傷及び事故等が生じた場合、主催者に対しまして一切責任を問いません。
又、主催者が下した裁定について従うことに同意します。

　　　　　
(高校生以下）

　生年月日（西暦）　　　

　現住所 　　　〒　　 　ー 　 　性別（○印）

　     　   Tel.

 　段級位

　　　　　　　　　　　支部

　　　　　　　　　　　道場

出場する試合の番号に○印を記入してください。 　修行年数

　大会入賞実績 (組手) 出場クラス（別紙各部門表を参考）

　　No.

　　　　　　      　

　会員番号　No.

選手氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       印

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      印

 ２０１２年第５回豊の国ゴリラカップ空手道選手権大会 

  　　　　　　年        　　　月      　　　　 日

【大会参加申し込み誓約書】

組手の部
大会実行委員長　　　　　　　三 村 忠 司         殿

の部

　　　　　　所属支部　・　道場

１．組手のみ出場、 ２．型のみ出場、 ３．組手と型両方出場

   身長　　　　　 　　cm

     位に○印　　　　　  段

　　　　　　　　　　　 　　  級   体重　　　 　 　　 ｋｇ

　　　　携帯番号
　　　　男　　・　　女

　　　　　　　　　　　年　　　　ヶ月

　フリガナ
　年齢（2011年5月27日時点の年齢　）　

　　　　　　才 　　　　　       学年（学生のみ
　選手氏名

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　

No.1 幼年の部（小学生未満） No.14 中学軽量の部（55kg未満）
No.2 小学１年男子の部 No.15 中学重量の部（55kg以上）
No.3 小学２年男子の部 No.16 高校軽量の部（60kg未満）
No.4 小学３年男子の部 No.17 高校重量の部（60kg以上）
No.5 小学４年男子の部 No.18 女子軽量の部（中学以上55kg未満）
No.6 小学５年男子の部 No.19 女子重量の部（中学以上55kg以上）
No.7 小学６年男子の部 No.20 壮年Ａの部（35歳以上、45歳未満）
No.8 小学１年女子の部 No.21 壮年Ｂの部（45歳以上、50歳未満）
No.9 小学２年女子の部 No.22 壮年Ｃの部（50歳以上）
No.10 小学３年女子の部 No.23 一般初級軽量の部（70kg未満黄帯以下）
No.11 小学４年女子の部 No.24 一般初級重量の部（70kg以上黄帯以下）
No.12 小学５年女子の部 No.25 一般上級軽量の部（70kg未満緑帯以上）
No.13 小学６年女子の部 No.26 一般上級重量の部（70kg以上緑帯以上）

No.27 小学１年男子の部 No.34 小学２年女子の部
No.28 小学２年男子の部 No.35 小学３年女子の部
No.29 小学３年男子の部 No.36 小学４年女子の部
No.30 小学４年男子の部 No.37 小学５年女子の部
No.31 小学５年男子の部 No.38 小学６年女子の部
No.32 小学６年男子の部 No.39 中学軽量の部（55kg未満）
No.33 小学１年女子の部 No.40 中学重量の部（55kg以上）

ソフトクラス（過去に大会入賞経験のある選手はソフトクラスには出場できません）

※ 参加人員に応じて各部門が変更になることがあります。
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○ゼッケンは当日受付で渡します。下記貼り付け位置に貼り付けてください。

○受付は各コートで行います。自分の出場クラスのコートで受付をし、

   準備をしてください。

○体重別のクラスは受付時に計量があります。規定の体重をオーバーしている場合は

   失格になることがあります。

○試合会場には、選手及び関係者以外は入れません。

○選手呼び出し時にその場にいない選手は失格になることがあります。

○入場・退場・試合開始・終了時などの挨拶を忘れないようにして下さい。

○選手には弁当を準備しております。

○試合場観覧席での飲食は出来ません。

   選手の弁当のゴミは受付にゴミ袋を用意していますのでそこに捨てて下さい。

   個人で持ち込んだゴミは責任を持って持ち帰り下さい。

○テーピングは原則使用不可です。怪我などで使用する場合は大会ドクターの

   許可を得て下さい。

○参加人数によりカテゴリーの合併や体重別等が変更になる場合があります。

○コートの試合進行具合により他のコートに振り分けて進行する場合があります。

○組手選手は規定のサポーター(拳・スネ・ファールカップ・胸パット等)を準備し

   着用して下さい。

○大会中に起きた傷病については、大会ドクターにて応急処置をしますが、

　主催者側として一切の責任を負いませんので、事故防止には十分な注意を

　払って下さい。

２０１２年第５回豊の国ゴリラカップ空手道選手権大会

【 その他の注意事項 】

ゼッケン

<サポーター規定>

部門
ヘッド
ガード

マウス
ガード

拳 膝 スネ
ファール
カップ

チェスト
ガード

幼年の部 ● ● ● ●
小学生の部 ● ● ● ●
中学生の部 ● ● ● ●
高校生の部 ● ● ● ●
女子の部 ● ● ● ●
壮年の部 ● ● ● ●

一般初級の部 ● ● ● ●

任
意
と
す
る

任
意
と
す
る

アブﾄﾞメン
ガード

任意

一般上級の部 ●
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