
ジャパンカラテグランプリ 2022 

JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022 
第 11回日本武道振興会チャンピオンカップ選抜指定大会 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当世界闘英館に格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。    

さて､10 年にわたり世界交流空手道選手権大会､世界闘英館空手道選手権大会を主催してまいりましたが、新型コロナ対策のために 2 年間中止

せざるを得ませんでした。ですが皆様のご支援ご協力をいただき、再び大会が開催できることに深く感謝し、2年ぶりの大会として2022年6月 12

日（日曜日）、 “JAPAN KARATE GRAND PRIX” [チャンピオンカップ選抜大会］として新たなるスタートをする運びとなりました。 改めて申

し上げるまでもなく、コロナ禍によってスポーツ界全体、空手界も厳しい局面に立たされています。これまでと同様の活動を続けていくのは容易なこ

とではありません。いままで当たり前と考えられてきた進め方ややり方を見直し、選手、スタッフ、観客、先生方の健康や安全を守りながら、本大会

に取り組んで参ります。つきましては、下記の通り開 催いたしますので、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、何卒ご参加下さいます様 、よろしくお

願い申し上げます。  敬具 

【 開 催 日 】  ２０２２年６月１２日（日）  午前９：００（開場、選手受付・計量） ※アップスペースはサブアリーナ 

 ※当日の進行により、時間が多少前後することもあります。※正式な進行予定は参加人数が確定次第決定し、ホームページにアップ致します。 

【 会 場 】 ウイングアリーナ刈谷・メインアリーナ    〒448-0011 愛知県刈谷市築地町荒田 1 番地／TEL 0566-27-8295 

【 協 力 】 NPO法人新日本総合空手道連合会武神／JKJO全日本空手審判機構中部地区 

日本武道振興会／刈谷市空手道連盟／有限会社ポリーテック 

【 主 催 】 世界闘英館空手道連盟 

【 出 場 料 】 ６,０００円(大会パンフレット付) ※昼食は各自でご用意ください。スポーツ保険は各自で加入して下さい。 

【 締 切 日 】 ２０２２年４月１２日（火）（必着でお願いします）※申込書は必ず新学年でのお申し込みをお願い致します。 

【申込方法】 所属道場など各団体一括で参加申込書と参加費用を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送して下さい。 

【 送 り 先 】 〒446-0045愛知県安城市横山町毛賀知４０番地１ホリゾントゆたか 203  

世界闘英館空手道 髙田英男 

【 連 絡 先 】 080-1625-8282 

【試合形式】 ジャパンカラテグランプリ公式ルールです。 

【注意事項】 ・組み合わせ、判定に関するクレームは一切受け付けません。・参加申し込み後は、いかなる理由でも返金いたしません。※5 月末までに非常事

態宣言及び行政指導により開催が困難と判断した場合のみ出場費半額を返金いたします。・計量は上 Tシャツ、下空手着で行います。(＋500ｇ

まで考慮します)※当日の計量で僅かでも規定の体重をオーバーした選手は失格となります。・参加人数によっては、クラス種目内容を変更する

場合があります。・男子は T シャツを着用しての試合は禁止とします。・原則としてテーピングは禁止です。ただし救護係が認めた場合は可としま

す。・試合中の負傷等の事故が生じた場合、応急処置は行いますがその他の責任は各自加入している傷害保険でご対応ください。・指定の場所

以外でのウォーミングアップは、一切禁止いたします。・来場者は必ずマスクを着用してください。・新型コロナウィルス感染拡大防止の為、問診票

の提出をお願いします。・ヘッドガードは赤白の判別できるもの(面付きに限る)出場者が持参してください。・フェイスシールドのメーカーは問いま

せん。ヘッドガードの面を覆うもの(内側又は外側)を各自でご用意ください。・赤紐は各自でご用意ください。防具及びフェイスシールド等の当日

の販売、貸出はありません。・セコンドは 1 名のみとさせていただきます。必ずマスクもしくはフェイスシールドを着用し、応援なし付き添いのみで

お願いします。セコンド以外の方も応援禁止とします。(マスク・フェイスシールドは各自でご用意ください)・チャンピオンクラスは白のサポーター

を着用すること(初心・初級・中級クラスは黒のサポーター着用可)・ホール内での飲食は禁止。ゴミは各自で持ち帰ってください。・駐車場を含む

敷地内は全面禁煙となっています。指定場所以外での喫煙は厳禁です。※感染予防重視の為進行、時間、試合形式、ルール変更の可能性があ

ります。 

【 お 知 ら せ 】 ２０２０年４月１２日(日)の第７回オープントーナメント世界交流空手道選手権大会が新型コロナウイルス感染拡大防止のための行政指導によって中止になった件の

代替措置といたしまして、上記大会にお申込みいただいた選手は、JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022 の参加費を３，５００円（２，５００円減額）にて申し込

み出来るように致しました。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。（自分が申し込んだかどうか不明な場合は代表に送った選手リストで確認してください。）  



【開催日　2022年6月12日（日）】　【会場　ウィングアリーナ刈谷・メインアリーナ】　※締切日 2022年4月12日（火）

大会実行委員長　殿 令和　　　年　　　月　　　日

私議、下記の通り相違なく、本大会のルールに従い正々堂々と競い合うことをここに誓います。 保護者氏名／一般選手名
また、本大会中における負傷・事故につきましては、主催者側にその責任の一切を問いません。

1 年少・年中男子 17 幼年男子 33 幼年男子 57 幼年男子 77 幼年女子

2 年長男子 18 小学１年男子 34 小学１年男子 58 小学1年男子 78 小学1年女子

3 小学１年男子 19 小学２年男子 35 小学２年男子 59 小学2年男子 79 小学2年女子

4 小学２年男子 20 小学３年男子 36 小学３年男子 60 小学3年男子軽量級【27㎏未満】 80 小学3年女子

5 小学３年男子 21 小学４年男子 37 小学４年男子 61 小学3年男子重量級【27㎏以上】 81 小学4年女子軽量級【30㎏未満】 

6 小学４年男子 22 小学５年男子 38 小学５年男子 62 小学4年男子軽量級【30㎏未満】 82 小学4年女子重量級【30㎏以上】

7 小学５年男子 23 小学６年男子 39 小学６年男子 63 小学4年男子重量級【30㎏以上】 83 小学5年女子軽量級【35㎏未満】

8 小学６年男子 24 中学生男子 40 中学男子50㎏未満 64 小学5年男子軽量級【35㎏未満】 84 小学5年女子重量級【35㎏以上】

9 年少・年中女子 25 幼年女子 41 中学男子50㎏以上 65 小学5生男子重量級【35㎏以上】 85 小学6年女子軽量級【40㎏未満】

10 年長女子 26 小学1年女子　 42 高校生男子 66 小学6年男子軽量級【40㎏未満】 86 小学6年女子重量級【40㎏以上】

11 小学１年女子 27 小学2年女子　 43 一般男子70㎏未満 67 小学6生男子重量級【40㎏以上】 87 中学1年女子【43㎏未満】

12 小学２年女子 28 小学3年女子　 44 一般男子70㎏以上 68 中学1年男子【42kg未満】 88 中学1年女子【43kg以上】

13 小学３年女子 29 小学4年女子　 45 壮年男子38歳以上 69 中学1年男子【52kg未満】 89 中学2･3年女子【43kg未満】

14 小学４年女子 30 小学5年女子　 46 幼年女子 70 中学1年男子【52kg以上】 90 中学2･3年女子【５０kg未満】

15 小学５年女子 31 小学6年女子　 47 小学１年女子 71 中学2･3年男子【47kg未満】 91 中学2･3年女子【５０kg以上】

16 小学６年女子 32 中学生女子 48 小学２年女子 72 中学2･3年男子【57kg未満】 92 高校女子【48kg未満】

49 小学３年女子 73 中学2･3年男子【57kg以上】 93 高校女子【55kg未満】

※修行年数2年未満 ※修行年数2年未満 50 小学４年女子 74 高校男子【60kg未満】 94 高校女子【55kg以上】

※入賞経験無し ※入賞経験無し 51 小学５年女子 75 高校男子【70kg未満】

※茶帯、黒帯は 52 小学６年女子 76 高校男子【70kg以上】

参加できません。 53 中学女子45㎏未満

54 中学女子45㎏以上

55 高校女子

56 一般女子

95 一般男子65㎏未満 96 一般男子75㎏未満 97 一般男子75㎏以上 98 壮年男子38歳以上

99 一般女子55㎏未満 100 一般女子55㎏以上

※当日各コートにて計量を行います。（上:Ｔシャツ、下:空手着で計量してください）衣服の重さは500gまで許容値と致します。尚、それを超えた場合は失格となり、
いかなる形でも出場はできません。申請体重は必ず虚偽なく正確に記入してください。※赤紐は各自でご用意してください。

ふりがな

ジャパンカラテグランプリ2022

JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022
＞＞第11回日本武道振興会チャンピオンカップ選抜指定大会＜＜

参加申込用紙

㊞

ふりがな 男 生年月日 年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 女 TEL

住　　所
（〒　　　-　　　　）

級・段位 級・段 帯色 年齢 歳 新学年

身長 ㎝ 体重 ㎏ 空手修行歴 年　　ヶ月

色帯

大会入賞暦（過去2年間・必ず記入して下さい）

参加クラスを○で囲んで下さい。参加費6,000円　※申込書は必ず新学年でのお申し込みをお願い致します。

初心クラス 初級クラス 中級クラス チャンピオンクラス

➡出場クラス　（下記の参加する種目番号　1 ～ 100　いずれかをご記入下さい）

※上段蹴り無し ※黒帯は参加できません ※第11回チャンピオンカップ決勝大会予選

ふりがな ふりがな

一般上級クラス（16歳以上）

団体名 代表名
ふりがな

携帯/TEL住所



住所：　〒

団体名： 代表名：

連 絡 先： メールアドレス：

出場人数： 名

出場クラス 参加費 減額
番号 6,000円 3,500円

1 ▢ ▢

2 ▢ ▢

3 ▢ ▢

4 ▢ ▢

5 ▢ ▢

6 ▢ ▢

7 ▢ ▢

8 ▢ ▢

9 ▢ ▢

10 ▢ ▢

11 ▢ ▢

12 ▢ ▢

13 ▢ ▢

14 ▢ ▢

15 ▢ ▢

16 ▢ ▢

17 ▢ ▢

18 ▢ ▢

19 ▢ ▢

20 ▢ ▢

21 ▢ ▢

22 ▢ ▢

23 ▢ ▢

24 ▢ ▢

25 ▢ ▢

26 ▢ ▢

27 ▢ ▢

28 ▢ ▢

29 ▢ ▢

30 ▢ ▢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計：

JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022　道場別出場者リスト

※２０２０年４月１２日(日)の第７回オープントーナメント世界交流空手道選手権大会にエントリーしていただいた選手は、
JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022の参加費を３，５００円（２，５００円減額）にて申し込み出来るように致しました。

✓必ずチェックを入れてください。

氏　　名 ふりがな出場クラス

初心クラス上段蹴り無し
1.初心クラス上段蹴り無し 年少・年中男子
2.初心クラス上段蹴り無し 年長男子
3.初心クラス上段蹴り無し 小学１年男子
4.初心クラス上段蹴り無し 小学２年男子
5.初心クラス上段蹴り無し 小学３年男子
6.初心クラス上段蹴り無し 小学４年男子
7.初心クラス上段蹴り無し 小学５年男子
8.初心クラス上段蹴り無し 小学６年男子
9.初心クラス上段蹴り無し 年少・年中女子
10.初心クラス上段蹴り無し 年長女子
11.初心クラス上段蹴り無し 小学１年女子
12.初心クラス上段蹴り無し 小学２年女子
13.初心クラス上段蹴り無し 小学３年女子
14.初心クラス上段蹴り無し 小学４年女子
15.初心クラス上段蹴り無し 小学５年女子
16.初心クラス上段蹴り無し 小学６年女子

初級クラス
17.初級クラス 幼年男子
18.初級クラス 小学１年男子
19.初級クラス 小学２年男子
20.初級クラス 小学３年男子
21.初級クラス 小学４年男子
22.初級クラス 小学５年男子
23.初級クラス 小学６年男子
24.初級クラス 中学生男子
25.初級クラス 幼年女子
26.初級クラス 小学1年女子
27.初級クラス 小学2年女子
28.初級クラス 小学3年女子
29.初級クラス 小学4年女子
30.初級クラス 小学5年女子
31.初級クラス 小学6年女子
32.初級クラス 中学生女子

中級クラス
33.中級クラス 幼年男子
34.中級クラス 小学１年男子
35.中級クラス 小学２年男子
36.中級クラス 小学３年男子
37.中級クラス 小学４年男子
38.中級クラス 小学５年男子
39.中級クラス 小学６年男子
40.中級クラス 中学男子50㎏未満
41.中級クラス 中学男子50㎏以上
42.中級クラス 高校生男子
43.中級クラス 一般男子70㎏未満
44.中級クラス 一般男子70㎏以上
45.中級クラス 壮年男子38歳以上
46.中級クラス 幼年女子
47.中級クラス 小学１年女子
48.中級クラス 小学２年女子
49.中級クラス 小学３年女子
50.中級クラス 小学４年女子
51.中級クラス 小学５年女子
52.中級クラス 小学６年女子
53.中級クラス 中学女子45㎏未満
54.中級クラス 中学女子45㎏以上
55.中級クラス 高校女子
56.中級クラス 一般女子

チャンピオンクラス
57.チャンピオンクラス 幼年男子
58.チャンピオンクラス 小学1年男子
59.チャンピオンクラス 小学2年男子
60.チャンピオンクラス 小学3年男子軽量級【27㎏未満】
61.チャンピオンクラス 小学3年男子重量級【27㎏以上】
62.チャンピオンクラス 小学4年男子軽量級【30㎏未満】
63.チャンピオンクラス 小学4年男子重量級【30㎏以上】
64.チャンピオンクラス 小学5年男子軽量級【35㎏未満】
65.チャンピオンクラス 小学5生男子重量級【35㎏以上】
66.チャンピオンクラス 小学6年男子軽量級【40㎏未満】
67.チャンピオンクラス 小学6生男子重量級【40㎏以上】
68.チャンピオンクラス 中学1年男子【42kg未満】
69.チャンピオンクラス 中学1年男子【52kg未満】
70.チャンピオンクラス 中学1年男子【52kg以上】
71.チャンピオンクラス 中学2･3年男子【47kg未満】
72.チャンピオンクラス 中学2･3年男子【57kg未満】
73.チャンピオンクラス 中学2･3年男子【57kg以上】
74.チャンピオンクラス 高校男子【60kg未満】
75.チャンピオンクラス 高校男子【70kg未満】
76.チャンピオンクラス 高校男子【70kg以上】
77.チャンピオンクラス 幼年女子
78.チャンピオンクラス 小学1年女子
79.チャンピオンクラス 小学2年女子
80.チャンピオンクラス 小学3年女子
81.チャンピオンクラス 小学4年女子軽量級【30㎏未満】
82.チャンピオンクラス 小学4年女子重量級【30㎏以上】
83.チャンピオンクラス 小学5年女子軽量級【35㎏未満】
84.チャンピオンクラス 小学5年女子重量級【35㎏以上】
85.チャンピオンクラス 小学6年女子軽量級【40㎏未満】
86.チャンピオンクラス 小学6年女子重量級【40㎏以上】
87.チャンピオンクラス 中学1年女子【43㎏未満】
88.チャンピオンクラス 中学1年女子【43kg以上】
89.チャンピオンクラス 中学2･3年女子【43kg未満】
90.チャンピオンクラス 中学2･3年女子【５０kg未満】
91.チャンピオンクラス 中学2･3年女子【５０kg以上】
92.チャンピオンクラス 高校女子【48kg未満】
93.チャンピオンクラス 高校女子【55kg未満】
94.チャンピオンクラス 高校女子【55kg以上】

一般上級クラス
95.一般上級クラス男子65㎏未満
96.一般上級クラス男子75㎏未満
97.一般上級クラス男子75㎏以上
98.壮年上級クラス男子38歳以上
99.一般上級クラス女子55㎏未満
100.一般上級クラス女子55㎏以上



謹啓

皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

このたびは、JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022にご参加を賜りありがとうございます。御多忙中とは存じ

ますが各団体の代表者様に是非ともご臨席賜りたく謹んでご案内申し上げます。

また、合わせて審判員のご協力をお願いしたく、ご理解を賜りましてお力添えをお願い申し上げます。

ご臨席賜る先生にはお席と昼食をご用意させていただきます。

記

JAPAN KARATE GRAND PRIX 2022 （第11回日本武道振興会チャンピオンカップ選抜指定大会）

 2022 年 6月 12日（日） 9:00開場受付 9:30審判ミーティング 10:00試合開始（予定）

※進行予定が変更する場合がございます。その際には事前にご連絡をいたします。

ウィングアリーナ刈谷（〒448-0011 愛知県刈谷市築地町荒田1番地）

審判員ご協力

返信先 FAX： 0566-93-8127 返信期日5/12（木曜日）

恐れ入りますが 5月 12 日（木曜日）までに FAX にてご返信願います。 

お問い合わせ：世界闘英館空手道　髙田携帯　080-1625-8282

主審 ・ 副審 ・ 両方可

主審 ・ 副審 ・ 両方可

謹白

主審 ・ 副審 ・ 両方可

御同伴者

ご連絡先携帯番号

団体名 

代表者様御名

無し・有り（　　　級） 主審 ・ 副審 ・ 両方可

主審 ・ 副審 ・ 両方可

○で囲んで下さい

1

無し・有り（　　　級） 主審 ・ 副審 ・ 両方可

3 無し・有り（　　　級） 主審 ・ 副審 ・ 両方可

4 無し・有り（　　　級）

2 無し・有り（　　　級） 主審 ・ 副審 ・ 両方可

氏名 ふりがな

無し・有り（　　　級）

ライセンス

8 無し・有り（　　　級）

無し・有り（　　　級）5

6

7

審判員派遣依頼書 

どちらかに○をお願いいたします

【大会名】 

【日　 時】

【場 　所】 

御出席 御欠席



新型コロナウイルス感染症に関する問診票 

 

大会を安全に開催するための問診となります。 

体調不良など以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

確認項目  

1. 本日の体温 (37.5 度以上の発熱は入場不可となります) ℃  

2. 風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどが痛む等がありますか？ はい いいえ 

3. 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害などがありますか？ はい いいえ 

4.家族の方で 2 週間以内に新型コロナウイルスに感染された方がいますか？ はい いいえ 

5. 2 週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？ はい いいえ 

6. 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？  はい いいえ 

7．倦怠感が続く、疲れを感じやすい等、体調の異常がありますか？ はい いいえ 

8. 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航し

た者や渡航者と接触したことがありますか？ 
はい いいえ 

9. 65 才以上ですか？ はい いいえ 

 

大会実行委員会殿 

私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催している事を理解し 

万が一私達（選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。 

 

 

      年    月    日 

 

（当日会場に入場される方） 

 

（氏名）                   ㊞  （年齢）     歳 

                

住所 

 

電話番号 

 

※大会当日必ずご提出ください。 

※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります 



①打撃で ①蹴り技により相手が 全面アウター
一瞬でも 宙に浮き背中から インナー
ダウン 転倒させた場合 小2以下× 半面、

②上段に蹴り技が どちらでも可
②３秒 クリーンヒット
以上の ③攻撃により一時的
戦意喪失 に動きが止まる

④一時的に戦意喪失
⑤下段蹴りで足を
引きずる
⑥腹部のダメージで

体がくの字になる
⑦防戦一方になり

反撃しない状態が
続く

※女子チェストガードはJKJO指定品と同等品に限る　※女子チェストガード、小2以下は着用不可×
※女子チェストガードは腹部まであるものや硬質のものは禁止。
※全クラス布製拳サポーター ※黒のサポーター着用可。

①打撃で ①蹴り技により相手が 全面アウター
一瞬でも 宙に浮き背中から インナー
ダウン 転倒させた場合 小3 小2以下× 半面、

②上段に蹴り技が 以上 どちらでも可
②３秒 クリーンヒット 義務
以上の ③攻撃により一時的
戦意喪失 に動きが止まる

④一時的に戦意喪失
⑤下段蹴りで足を
引きずる
⑥腹部のダメージで

体がくの字になる
⑦防戦一方になり

反撃しない状態が
続く

①打撃で ①完全に宙に浮かせ
３秒以上の 転倒させタイミング
ダウン 良く下突きを合わ

せれば技有り
②３秒 ②上段にクリーン
以上の ヒットしダメージ
戦意喪失 があれば技有り

③から⑦

ジュニアと共通

着用義務○　　着用自由△　　着用不可×
※女子チェストガードはJKJO指定品と同等品に限る　※女子チェストガード、小2以下は着用不可×
※女子チェストガードは腹部まであるものや硬質のものは禁止。
※幼年・小学生・中学生　布製拳サポーター ※高校生　パンチンググローブ（黒のパンチンググローブ着用可）

【反則】　　　 【失格】
１．掴み、掴んでからの攻撃、掛け、抱え込み　 　 １．注意４が与えられた場合
２．掌底押し、正拳押し、相手の体に手・胸を付ける　 ２．一度の反則でも相手がドクターストップになった場合
３．頭突き、頭をつけての攻撃 ３．試合時間に遅れた時
４．手技による顔面・首への攻撃、膝への関節蹴り ４．審判員の指示に従わない時
５．下腹部（帯より下、股関節より上）への攻撃 ５．試合開始から判定が下されるまでの嘔吐はダメージ
６．背後からの攻撃、倒れた相手への攻撃 と見なされ失格とする
７．故意に場外へ出る事、審判が判断した技のかけ逃げ ６．規定体重を超えていた場合
８．上段膝蹴りは小学生迄×　中学生以上〇
９．その他審判が反則とみなした場合

【判定優先順位】 【判定基準図解】

技有り1 技有り2（一本）

1本（失格）　＞技あり　＞ダメージ　＞有効打　＞攻撃数　＞積極性

注意1 注意2 注意3 注意4（失格）

【着衣】 ※帯留め着用必須（帯が解けないように帯留め又はテープで固定） ※ファールカップはズボンの内側にすること。
※男子のインナーＴシャツは禁止、女子は白のみとする。 ※女子のチェストガードはＴシャツの下に着用すること。

【注意事項】 ※ヘッドガード、赤紐を含む防具は、各選手持参して下さい。 ※ヘッドガードはJKJO指定品と同等品に限る。
※防具は感染予防の面から、貸し出しは一切おこないません。

幼年・小学生 △

△中学生

チェスト

ガード

延長

※マスト

一本

（自滅も同様） ケン

脛

スネ

膝

○

○

女子
小3以上△

男子×

女子△

男子×

JAPAN KARATE GRAND PRIX RULE
初心上段蹴り無し・初級クラス・中級クラス

上段

ヒザ

試合時間

本戦 フェイスシールド
ヒザ

ファール

カップ

組手
技有り

（自滅も同様）

ヘッド

ガード

拳

サポーター

△

○

○

○

女子△

男子○

女子△

男子○

1分30秒

1分30秒

1分30秒

1分

1分

1分

無

無

無

女子△

男子○

○

○

○

○

女子△

男子×

本戦
延長 上段 一本 技有り

着用義務○　　着用自由△　　着用不可×

チャンピオンクラス・一般上級クラス
試合時間 組手 サポーター

チェスト
フェイスシールド

※マスト ヒザ （自滅も同様） （自滅も同様） ガード ケン スネ ヒザ カップ ガード

ヘッド 拳 脛 膝 ファール

○ ○

女子△
女子
小3以上○

男子○ 男子×

幼年・小学生 1分30秒 1分 無 ○

○ ○ ○

女子△ 女子○

男子○ 男子×

中学生 1分30秒 1分 有 ○

×

○ ○ ○

女子△ 女子○

男子○ 男子×

高校生 2分 2分 有 ○

マスク

○

△

○

○

×

高校生・一般

壮年

× ○ ○

2分 2分 有 × × × ×

一般男子

壮年

一般女子 2分 2分 有


