
日時 2022年5⽉15⽇（⽇）午前９時開場 午前10時開会式
会場 横浜武道館

主催 東日本学生拳法連盟

主管 横浜市日本拳法連盟

後援 （一社）日本拳法競技連盟・日本拳法連盟

男子の部3分間3本勝負（5人制対試合）
女子の部２分間３本勝負（３人制対試合）

※女子の部は複数チームのエントリーが可能

提出期限 ４月６日（水）必着

①申込用紙（エントリー表）

②振込明細またはコピー

提出方法 原則としてメールによる提出

提出期限 4⽉６⽇（⽔）

東京三菱 UFJ 銀行広尾支店（普）0564064
（東日本学生拳法連盟）

男子の部30,000円
女子の部10,000円

大学コードの後に資金コード（L）を付ける
（例：01L、05L、10L、15L・・・）

＜メールアドレス＞

東日本学生拳法連盟　委員長　藤村 南柚郁
Mail :  kempo.gakuren2022@outlook.jp

各位

東日本拳法連盟

⽇本拳法第３５回東⽇本⼤学リーグ戦開催要項
大会要項

競技

参加申し込み

提出物

参加費用

振込先

金額

振込人

その他 ★　申込用紙の段級位記入は、級は数字、段は漢数字（例 3 級、三段参段）でご記入ください。

★　申込期日に間に合わなければ大会に出場はできませんのでご注意ください

★　選手変更は 5月4日(水)までにご連絡下さい。

★ その他何かありましたら、以下、東日本学連メールアドレスまでご連絡頂きますようお願い致

します。



大会要項 日時 2022年6⽉12⽇（⽇）午前９時開場 午前１０時開会式

会場 中央大学多摩キャンパス体育館

主催 東日本学生拳法連盟

後援 （一社）日本拳法競技連盟・日本拳法連盟

段の部、級の部、女子の部

2 分間 3 本勝負（個⼈戦トーナメント⽅式）

参加申込 提出期限 5⽉4⽇（⽔）

①申込用紙（エントリー表）

②振込明細またはコピー

※エントリー用紙は、段の部、級の部、女子の部に分かれているの

で、 それぞれ別々に記入を行ってください。

提出方法 原則としてメールによる提出

参加費用 提出期限 5⽉4⽇（⽔）

東京三菱 UFJ 銀行広尾支店（普）0564064
（東日本学生拳法連盟）

金額 １名につき3,000円

大学コードの後に資金コード（Y）と女子・男子の
出場者数をつける（例：01Y29、05Y08、10Y413・・・）
★ 申込用紙の段級位記入は、級は数字、段は漢数字（例 3級、三段参段）でご記入
ください。

★　申込期日に間に合わなければ大会に出場はできませんのでご注意ください

★　本大会は選手変更ができませんのでお気をつけください。

★ その他何かありましたら、以下、東日本学連メールアドレスまでご連絡頂きます

ようお願い致します。

その他

＜メールアドレス＞

東日本学生拳法連盟　委員長　藤村 南柚郁

競技

振込先

振込人

提出物

　各位

東日本学生拳法連盟

⽮野杯争奪⽇本拳法第３５回東⽇本学⽣個⼈選⼿権⼤会開催要項

Mail :  kempo.gakuren2022@outlook.jp



日時 2022年7⽉3⽇（⽇）午前９時開場 午前10時開会

会場 日本大学文理学部百周年記念館

主催 全日本学生拳法連盟

主管 東日本学生拳法連盟

後援 スポーツ庁・(一社)日本拳法競技連盟・日本拳法連盟

男子の部　3 分間 3 本勝負（5 人制対試合トーナメント方式）
女子の部　2 分間 3 本勝負（3 人制対試合トーナメント方式）
ブロック対抗女子学生団体戦　2 分間 3 本勝負（7 人制対試合リーグ戦）

※女子の部、ブロック対抗戦の同時出場は可能

提出期限 5⽉25⽇（⽔）必着

①申込用紙（エントリー表）

②振込明細またはコピー

提出方法 原則としてメールによる提出。

振込期限 5⽉25⽇（⽔）

振込先 東京三菱 UFJ 銀行広尾支店（普）0564064（東日本学生拳法連盟）

男子の部　30,000 円
女子の部　10.000 円
ブロック対抗団体戦　無料

大学コードの後に資金コード（S）を付ける
（例：01S、05S、10S・・・）

＜メールアドレス＞

東日本学生拳法連盟　委員長　藤村 南柚郁
Mail :  kempo.gakuren2022@outlook.jp

★ 申込用紙の段級位記入は、級は数字、段は漢数字（例 3級、三段参段）でご
記入ください。

★　申込期日に間に合わなければ大会に出場はできませんのでご注意ください

★ 　選手変更は6月22日(水)までにご連絡下さい。
★ その他何かありましたら、以下、東日本学連メールアドレスまでご連絡頂き

ますようお願い致します。

東日本学生拳法連盟

その他 � 校章⼊りのプラカードを会場までお持ちください。
※女子のブロック対抗戦のプラカードは東日本学連で用意させていただきます。

大会要項

競技

参加申込

提出物

参加費用

金額

振込人

⽇本拳法第３５回全国⼤学選抜選⼿権⼤会開催要項

　各位



日時 2022年10⽉9⽇（⽇）

会場 調整中

主催 東日本学生拳法連盟

後援 （一社）日本拳法競技連盟・日本拳法連盟

男子の部3分間3本勝負（5人制対試合）
女子の部２分間３本勝負（３人制対試合）

※女子の部は複数チームのエントリーが可能

形の部　一人形競技・二人形競技

※形の部は複数選手（組）の出場が可能

提出期限 8⽉31⽇（⽔）必着

①申込用紙（エントリー表）

②振込明細またはコピー

提出方法 原則としてメールによる提出

提出期限 ８月31日（水）

東京三菱 UFJ 銀行広尾支店（普）0564064
（東日本学生拳法連盟）

男子の部　30,000 円
女子の部　10,000 円
形の部　　一人形：1 人につき 3,000 円
　　　　　二人形：1 組につき 3,000 円

大学コードの後に資金コード（T）をつける
（例：01T、05T、10T、15T・・・）

★ 申込用紙の段級位記入は、級は数字、段は漢数字（例 3級段参
段）でご記入ください。★ 申込期日に間に合わなければ大会に出場はできませんのでご注意

ください★　 選手変更は9月 28 日(水)までにご連絡下さい。
★ その他何かありましたら、以下、東日本学連メールアドレスまで

ご連絡頂きますようお願い致します。

＜メールアドレス＞

東日本学生拳法連盟　委員長　藤村 南柚郁
Mail : kempo.gakuren2022@outlook.jp

その他

参加申込

提出物

参加費用

振込先

金額

振込人

大会要項

競技

各位

東日本学生拳法連盟

⽇本拳法第３３回東⽇本⼤学選⼿権⼤会開催要項



日時 2022年11⽉27⽇（⽇）午前９時開場 午前１０時開会式

会場 東京武道館

主催 日本拳法東日本社会人連盟

2 分間 3 本勝負（5 ⼈制対試合トーナメント⽅式）
新人戦につき 大学１～2 年生、二段以下の学生が
エントリー可能

日本拳法全国選抜社会人選手権大会

日本拳法東日本女子個人選手権

日本拳法東日本高等学校個人選手権

提出期限 別途定める

提出物 別途定める

提出方法 別途定める

振込期限 別途定める

振込先 別途定める

金額 別途定める

振込人 別途定める

参加申込

大会要項

競技

備考

　各位

東日本学生拳法連盟

2022年⽇本拳法東⽇本⼤学新⼈戦開催要項

参加費用

その他 ★　申込期日に間に合わなければ大会に出場はできませんのでご注意ください。

★　本大会は選手変更ができませんのでお気をつけください。

★　ご不明な点は日本拳法東日本社会人連盟までお問合せください。



大学コード

０１・・・・青山学院大学

０２・・・・岩手医科大学

０３・・・・関東学院大学

０４・・・・慶応義塾大学

０５・・・・国士舘大学

０６・・・・駒澤大学

０７・・・・専修大学

０８・・・・中央大学

０９・・・・東海大学

１０・・・・東洋大学

１１・・・・日本大学

１２・・・・日本大学工学部

１３・・・・北海道大学

１４・・・・明治大学

１５・・・・明治学院大学

１６・・・・立教大学

１７・・・・立正大学

１９・・・・早稲田大学

２０・・・・酪農学園大学

資金コード
リーグ戦・・・・L（league）

全国選抜・・・・S（selection）

矢野杯・・・・・Y（yano-cup）

大学選手権・・・T（tournament）

新人戦・・・・・N（new face）

女子選手権・・・W(women)

形選手権・・・・F(form)

高校選手権・・・H(high school)

分担金・・・・・C(Contribution)

年会費・・・・・A(Annual fee))


