
 

 

 

 

拝啓 皆様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は当会館に格別のご厚情、ご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 ミュージック空手演武大会を中部国際空港 セントレアホールにて開催いたします。 

 ミュージック空手の認知度が高まっており多くの業界からの演武依頼も増えています。 

今回の大会は、午前中、ミュージック空手演武大会を開催し団体戦による（小学生低、高・中学生・

高校生以上）の４部門のクラス別として試合展開してまいります。 

演武選手の技術レベルが著しく向上しており、ご観戦される皆様にはご期待に添える試合になるも

のと確信しております。 

午後からは、「ミュージック&パフォーマンス in Centrair」を開催いたします。 

異業種パフォーマンスで各団体によるショーケースをご覧になって頂きます。午後からも卓越した

パフォーマンスが繰り広げられエキサイティングなお時間を過ごすことができるでしょう。 

ご多忙の折とは存じますが、全国から集結しました素晴らしい創造力と卓越した技術をご覧頂きた

くご案内申し上げます。 

 

記 

 大会名称   「2016年 ミュージック空手演武大会」 午前の部 

 

開 催 日   平成 28年 11月 20日（日） 

 

選手受付 午前 ９時 00分 

開  場 午前 ９時 30分 

試合開始 午前 10時 00分 各チーム 

試合終了 午前 11時 00分 

表  彰 各クラス 3位まで    

昼食休憩 午前 11時 30分 観客と演武者荷物を持ち一旦、会場を退出 

       午後 1時より「ミュージック&パフォーマンス in Centrair」を開催致します 

       全パフォーマンス終了予定時間 1６時 30分 

 大会会場   中部国際空港 セントレアホール 

観覧入場料    午前の部は無料 

大会主催   NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘真 

 

大会本部事務局 

〒４４６－００１９  愛知県安城市新明町１０－３ 

NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘真 事務局 

電話 ０５６６－７７－５４７０ 

FAX  ０５６６－７７－５４９０ 

♪午後からの「ミュージック&パフォーマンス in Centrair」の詳細は NPO法人 国際ミュージ

ック空手連盟 闘真のホームページをご覧ください♪ 

２０１６年ミュージック空手演武大会 

 ご案内 



 

 

 

 

 

□大会会場   中部国際空港 セントレアホール 

 

□開 催 日  平成 28年 11月 20日（日） 

        

選手受付 午前 9時 00分 セントレアホール入口 （団体戦のみ） 

開  場 午前 9時 30分 

試合開始 午前 10時 00分 各チーム 

試合終了 午前 11時 00分 

表  彰 各クラス 3位まで    

昼食休憩 午前 11時 30分 観客と演武者荷物を持ち一旦、会場を退出 

午後からは入場料が発生する為、 

ご入場者はチケット購入証（リストバンド）の装着確認があります。 

          

午後 1時より「ミュージック&パフォーマンス in Centrair」を開催致します 

       全パフォーマンス終了予定時間 1６時 30分 

 

□演武時間 （規定時間前後１０秒以内可）・・小学低・高学年限定 

   ■小学生低学年 1分 

＊団体    ■小学生高学年１分～１分３０秒 

  ■中学生１分３０秒～２分 

       ■高校・大学・一般２分００秒～３分 

 

＊チーム規定人数  団体・・各クラス２名～7名 

          各クラス、チーム内の三分の二のクラス人数に合わせて参加クラス

が決定します。 

       例：小学5年 2人と中学１年１人のチームは小学高学年クラスになります。 

          

□演 武 曲    CDを各自で用意して下さい。 

       ＊演武時間内の CDを 9月 20日（火）までに空手団体名・チーム名・曲名・

チーム代表者氏名・CD録音時間を明確に記載し大会本部事務局まで郵送

して下さい。 

                

□ルール   ＊空手の形と技に音楽をコラボさせていること。武具は使用禁止。 

       ＊空手着又は衣装着用 （露出の多い衣装は NG） 

       ＊各団体でスポーツ保険に加入お願いします。 

□表  彰   金・銀・銅メダル   

□大会参加費  午前のみ 1人 3500円  午前と午後参加者 6500円(午後は 1人 1演目） 

  ２０１6年 ミュージック空手演武大会 

 要項 
 



□大会参加費支払期限   平成 28年 8月 31日（水） 

支払方法 ① 現金書留 

            送付先：〒446-0019 

                愛知県安城市新明町 10-3 

                NPO法人国際ミュージック空手連盟 闘真 

                会長 清水祐治 

                TEL0566-77-5470 

 

     ② 銀行振込 ＊振込手数料はご負担になります。 

 碧海
へきかい

信用金庫  サルビア支店 普通６０２９１７０ 

            特定非営利活動法人 国際ミュージック空手連盟 闘真  

           理事 清水祐治 

【重要事項】 

＊大会参加費のご返金は致しかねますのでご了承ください。 

＊ご入金（8月 31日（水）期限）確認後先着順にエントリー受付させて頂きます。 

＊出場選手は、昼食を各自で用意してください。 

＊午前の参加空手団体の代表者様は午前の審査員をお願いしております。1 名様分の昼食

はこちらでご用意致します。 その場合、お名前をメールにてご連絡ください。 

＊会場内での飲食はできません。ロビー及び控室でお願いいたします。 

＊駐車料金はご負担となります。 

＊空手団体は午前の大会の他、午後からのパフォーマンスにも参加希望チームは事前に DVD

審査があります。9月 10日までにパフォーマンスの内容が分かる DVDをご郵送ください 

 ただし、午後からの出場は先着順となりますのでご了承ください。 

■ご注意ください・・・午前に出場した選手の方が、午後に出場しない場合で観客席に座

る際は、入場料がかかります。前受付をして割引を受けてください。当日は割引がありま

せん。午前に出場した選手の方は、前受付の場合 2000 円のところ 1000円になります。大

会出場費と合わせてお支払いください。 

 

大会主催   愛知県安城市条例指定 NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘真 

      

■【午前の部】申込書郵送期限 平成 28年 9月 20日（火）（厳守） 

大会出場申込書及び CD（チーム名と曲名記載）を各団体まとめて郵送をお願い致します。 

■【午前の部】大会参加費入金期限 28年 8月 31日（水）（厳守） 

 

大会本部事務局 及び 郵送先  

〒４４６－００１９  愛知県安城市新明町１０－３ 

NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘真 事務局 

電話 ０５６６－７７－５４７０ 

FAX  ０５６６－７７－５４９０ 

Mail：info@mktoshin.com 

大会緊急連絡先（シミズ：080-5114-5858） 



 

2016年ミュージック空手演武大会 

出場申込書 

 
           愛知県安城市条例指定 

     主 催 NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘真  

                           

会 長 清水祐治 

私議、本大会のルールに従って正々堂々と技を競い合う事をここに誓います。 

団 体 戦 

保護者名                印 （18歳未満の場合） 

      年     月     日  

チーム名 
 

人 数          名 

フ リ ガ ナ  参加クラスに〇記入 

小学低学（    ） 

小学高学（    ） 

中  学（    ） 

高  校（    ） 

大  学（    ） 

一  般（     ） 

氏   名 

     

現在の学年 

 

生年月日 

昭和     平成              

年   月    日 

男  女           

住   所 〒 

連 絡 先 TEL 空手歴 年   ヶ月  

演 武 曲  演武時間    分  秒 

チーム代表者  

所属会派  

会派代表者名 

 連絡が付く TEL 

希望者は○を付けてください。 

（   ）私は午後からのパフォーマンスに出場しませんので観客席の前受付を希望します。 


