平成２９年５月 日

国際沖縄少林流聖武館空手道協会
総本部及び各支部支部長の先生方、
各道場門下生及び保護者の皆様
国際沖縄少林流聖武館空手道協会総務局
第三回 国際沖縄少林流聖武館空手道協会 日本本部全国大会について
謹啓
早春の候、国際沖縄少林流聖武館空手道協会総本部・各支部道場門下生、保護者の皆様
には益々ご健勝のことと存じ上げます。
さて、聖武館ホームページ上でもご案内の通り、来る平成 29 年 9 月 17 日（日）・18 日
（月・祝）
、大阪におきまして表記大会を開催する運びとなりました。現在、実施に向けて
準備を進めております。沖縄総本部をはじめ、日本本部各支部よりの参加をお待ちしてお
ります。

記
１．期

日

平成２９年９月１７日（日）
・１８日（月･祝） ９：００ 開会

２．場

所

私立昇陽中学・高等学校体育館
〒554-0001 大阪府大阪市此花区朝日 1-1-9
お問い合わせ先：090-2108-9394（総務局 辻倉）

３．主

催

国際沖縄少林流聖武館空手道協会

日本本部

４．主

管

国際沖縄少林流聖武館空手道協会

尼崎支部・西宮支部・枚方支部

５．大会日程

（現段階、変更が生じた場合はホームページでお知らせします）
平成 29 年 9 月 16 日（土）

事前準備

9 月 17 日（日）9 時～開会式
9 時 30 分～ ＰＴ1 普及型Ⅰ
10 時～演武型試合（試合形式は学年別）
13 時～個人演武・団体演武（15 時 30 終了）
18 時～夕食交流会
9 月 18 日（月）

9 時～セミナー（12 時まで）

６．大会内容
Ⅰ

型試合
種目 （参加者申込数により試合種目変更が有ります）
基本の部 幼児の部 小学校 1，2 年の部 小学校 3，4 年の部
小学校 5，6 年の部 中学生の部（男女）
青年級の部（16 歳～39 歳・男女） 壮年級の部（40 歳以上・男女）
青年段の部（16 歳～39 歳・男女） 壮年段の部（40 歳以上・男女）

Ⅱ 演武
総本部・各支部の先生方の指示に従ってください。
（普及型Ⅰ

Ⅱ

パッサイグワ

ピンアンⅠ
ジオン

Ⅱ

Ⅲ

セイサン

Ⅳ

Ⅴ

ナイハンチ

アーナンクー

Ⅰ

ワンスー

Ⅱ

Ⅲ

パッサイ

五十四歩 ワンチン チントウ クーサンクー 徳嶺ぬ棍）
７． 型試合の規定
①審判 5 名による採点方式とします。
（最高最低点削除合計点、審判員の数は変動する可能性があります）
各種目ベスト 8 以上の参加者で再度審判 5 名による試合演武を行います。
さらに各種目上位 2 名の参加者は赤・青の旗判定による決勝演武を行います。
②演武型は少林流聖武館の伝統型に限ります。
③基本の部は型演武ができない小学校 2 年生以下（幼児を含む）の新入門下生を
対称とし、騎馬立の中段突きと前屈立ちからの正面蹴りで試合を行ないます。
④幼児・小学生の部は普及型Ⅰ/Ⅱ セイサン アーナンクー ワンスー
⑤中学生・青年級の部・壮年級の部は普及型Ⅰ/Ⅱ セイサン アーナンクー
ワンスー パッサイ 五十四歩 ワンチン
⑥青年段の部・壮年段の部は普及型Ⅰ/Ⅱ セイサン アーナンクー ワンスー
パッサイ 五十四歩 ワンチン チントウ クーサンクー
⑦型試合は得意な型一つでの演武を可とします。
⑧１～３位は順位表彰、４，５位は敢闘賞、努力賞とします（変更あり）
⑨帯は各自級段色とします
８．セミナー
① 沖縄総本部基本練習と型及び型分解指導を主とします。
② セミナー受講者へ島袋会長の受講証を授与します。

９．参加費
型試合参加費･･････ 一律 3000 円
セミナー参加費･･････社会人 5000 円、大学生（専門学校生含む）4000 円
小・中・高校生 3000 円
夕食交流会参加費･･･小学生・中学生 3000 円、高校生以上

4000 円

１０．宿泊場所について
宿泊場所（Ａ） 「ユニバーサルホテルグローレ」
所在地：〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島 3-3-2
（会場最寄り駅まで電車で 3 駅、乗車時間約 7 分、交通費往復 320 円）
宿泊費：一人一泊 5400 円（年齢不問・食事なし）
宿泊場所（Ｂ） 「ウィクリーマンションＩＮＮ」
所在地：大阪府枚方市渚西 1 丁目 8
（会場最寄り駅まで電車で約 1 時間、交通費往復 1020 円
宿泊費：一人一泊 3500 円（年齢不問・食事なし）
※Ａ・Ｂともにバス･トイレ付、簡単なキッチンあり
※宿泊希望の方は基本的に
（Ａ）
で斡旋いたします。
収容人数を越える希望があった場合、
（Ｂ）も併用して斡旋させていただきます。
（個人での宿舎確保可）
１１．参加資格
国際沖縄少林流聖武館空手道協会 会員
１２．参加の申込について
①別添参加申込書に宿泊希望の有無も含め必要事項を記入の上、各道場指導者まで
ご提出ください。
②申込締切日は平成２９年６月１０日とさせていただきます。

以上

第三回国際沖縄少林流聖武館空手道協会日本本部全国大会参加申込書
所属：
門下氏名 ：
保護者氏名：

印

（18 歳未満の場合）

住所：
※以下、参加される項目を
ア）型試合（出場種目を

で囲んでください
で囲んでください）

基本の部 幼児の部 小学校 1，2 年の部 小学校 3，4 年の部
小学校 5，6 年の部 中学生の部（男子） 中学生の部（女子）
青年級の部（16 歳～39 歳・男子） 青年級の部（16 歳～39 歳・女子）
壮年級の部（40 歳以上・男子）
青年段の部（16 歳～39 歳・男子）
壮年段の部（40 歳以上・男子）
イ）

壮年級の部（40 歳以上・女子）
青年段の部（16 歳～39 歳・女子）
壮年段の部（40 歳以上・女子）

セミナー

ウ）

夕食交流会 子ども

名

大人

名（本人を含む人数）

エ）

宿泊

名

大人

名（本人を含む人数）

子ども

