
第 5 回全国新人戦 

【1】名称   全国新人戦 

【2】主催   日本 ITF テコンドー協会 

【3】目的   全国の練習生の交流、技術の向上に貢献すること。 

【4】開催日時 2012 年 7 月 8 日（日） 9:30～17:00（予定）選手受付 9：00～ 

【5】開催場所 岐阜メモリアルセンター柔道場・剣道場 

（住所：岐阜県岐阜市長良福光大野 2675-28） 

【6】参加資格 9 級（小学生以下は 10 級）～1 級まで ※マッソギは 8 級～1 級 

【7】試合種目 ※参加人数により廃統合、または細分化有り。 

 トゥル（型） 

○成年男子の部（中学生を含む） 

○成年女子の部（中学生を含む） 

○小学生の部（白帯の部／黄帯の部／緑帯の部／青・赤帯の部） 

 

マッソギ（組手） 

 成年男子 男子シニア（36 歳～） 成年女子 女子シニア（36 歳～） 

マイクロ級 54kg 未満 52kg 未満 

ライト級 54kg～63kg 

軽量級 

（63kg 未満） 52kg～58kg 

軽量級 

（63kg 未満） 

ミドル級 63kg～71kg 58kg～63kg 

ヘビー級 71kg～80kg 63kg～70kg 

ハイパー級 80kg 以上 

重量級 

（63kg 以上） 

70kg 以上 

重量級 

（63kg 以上） 

 

 中学生 小学生以下（男子） 小学生以下（女子） 

マイクロ級 22kg 未満（男女混合） 

ライト級 

軽量級 

（58kg 未満） 22kg～28kg（男女混合） 

ミドル級 28kg～33kg 28kg～33kg 

ヘビー級 33kg～40kg 33kg～40kg 

ハイパー級 

重量級 

（58kg 以上） 

40kg 以上 40kg 以上 

ルール：ITF ルールに基づく。 

試合時間等： 

【成年男子・女子・中学生・男女シニアの部】1R2 分、延長 1 分。決勝戦のみ 2R。 

（フルフェイスヘッドガード、もしくはウレタンヘッドガード着用（ウレタンヘッドガード着用時はマウ

スピースを着用義務とする。）、ボディプロテクター可） 

【小学生の部】1R1 分半、延長 1 分。決勝戦のみ 2R。 

（フルフェイスヘッドガード、ボディプロテクター着用義務） 

 パワーブレイキング（威力） 

ルール：パワーボードを使用します。足技による割れた板の枚数で競う。 

成年男子の部･･･予選 4 枚 本選 5 枚～  成年女子の部･･･予選 2 枚 本選 3 枚～ 

中学生の部 ･･･予選 2 枚 本選 3 枚～  小学生以下の部 ･･･予選 1 枚 本選 2 枚～ 

※小学生以下は更にクラス分けを行います。 

 

 



 スペシャルテクニック（特技） 

ルール：予選…ﾉﾋﾟﾁｬｷﾞにて 2ｍ（女子 1.7ｍ）をｸﾘｱした者が決勝に進む。（小学・中学生は無し） 

    決勝…成年男子の部／ティミョパンデトルリョチャギにて 180cm～ 

       成年女子・中学生の部／ティミョトルリョチャギにて 170cm～ 

       小学生以下の部／ノピチャギにて頭上 30cm～ ※小学生以下は更にクラス分けされます。 

 

 組手団体戦－成年男子、女子－ 

1 チーム 3～5 名にて構成し、総当たり戦にて行います。先に 3 勝した方の勝利です。 

 

【7】入賞／表彰  優勝、準優勝、3 位（ﾊﾟﾜｰ・ｽﾍﾟｼｬﾙは優勝者のみ） 

【8】試合参加費  3000 円（団体戦は 5000 円／1 チーム） 

          ※小学生以下の白帯は 1000 円 

【9】申込方法   添付の申込書を 7 月 1 日（日）までに大会事務局へ提出すること。試

合参加費はｸﾗﾌﾞ代表者がまとめて下記の銀行口座へ振込ください。 

○ 三井住友銀行 岐阜支店 普通預金 口座番号 0818665  

口座名／日本 ITF ﾃｺﾝﾄﾞｰ協会 

 

なお、遠方の参加希望者は本書類の提出は当日でも構いません。その場合は道場長がｴｸｾ

ﾙ形式にて、参加者の情報をまとめていただいたﾃﾞｰﾀを送信してください。その場合は氏名、

性別、級、参加種目、試合参加回数、過去の入賞暦のみで構いません。入金確認をもって

申込完了といたします。（記入例は申込書末尾を参照） 

 

【10】大会事務局  〒503-0127 岐阜県安八郡安八町城 1-77-2 

                      新人戦実行委員長 岸玄二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 5 回全国新人戦大会申込書 

 私は、ITF（国際ﾃｺﾝﾄﾞｰ連盟）のルールに従い、貴大会に出場することを誓います。 

万一、試合中に怪我や事故などを起こしても、一切の責任は当方が負い、主催者および相

手選手などに対してご迷惑をおかけする事はありません。 

     年   月   日 

本人署名           印 

代表者名           印 

氏名  ふりがな  

現級   級 性別 男・女（丸で囲ってください。） 

年齢   歳 生年月日     年  月  日 

住所 〒                     （TEL：       ） 

緊急連絡先 〒                     （TEL：       ） 

試合参加回数 丸を付けてください⇒ ①初めて ②1～2 回 ③3～4 回 ④5 回以上 

（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ表に反映されます。） 

過去の入賞暦

（複数可） 

 

（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ表に反映されます。） 

 

以下、参加種目に丸を打ってください。 

 トゥル（型） 

成年男子の部 成年女子の部 中学生の部 小学生以下の部（白／黄／緑／青・赤帯） 

 

マッソギ（組手） 

 成年男子 男子シニア（36 歳～） 成年女子 女子シニア（36 歳～） 

マイクロ級 54kg 未満 52kg 未満 

ライト級 54kg～63kg 

軽量級 

（63kg 未満） 52kg～58kg 

軽量級 

（63kg 未満） 

ミドル級 63kg～71kg 58kg～63kg 

ヘビー級 71kg～80kg 63kg～70kg 

ハイパー級 80kg 以上 

重量級 

（63kg 以上） 

70kg 以上 

重量級 

（63kg 以上） 

 

 中学生 小学生（男子） 小学生（女子） 

マイクロ級 22kg 未満 

ライト級 

軽量級 

（58kg 未満） 22kg～28kg 

ミドル級 28kg～33kg 28kg～33kg 

ヘビー級 33kg～40kg 33kg～40kg 

ハイパー級 

重量級 

（58kg 以上） 

40kg 以上 40kg 以上 

 

パワーブレイキング（威力） 成年男子の部 成年女子の部 中学生の部 小学生以下の部 

スペシャルテクニック（特技） 成年男子の部 成年女子の部 中学生の部 小学生以下の部 

所属道場          



組手団体戦－成年男子、女子－申込書 
※一つの道場から複数のチームが参加する場合は、所属道場の末尾に－A、B をつけてください。 

所属道場            

 

氏名 

 

 

 

 

 

（補欠） 

 

 

 

 

---------------------------------------------------切り取り線--------------------------------------------------- 

 

 なお、遠方の参加希望者は本書類の提出は当日でも構いません。その場合は道場長がｴｸｾ

ﾙ形式にて、参加者の情報をまとめていただいたﾃﾞｰﾀを送信してください。その場合は氏名、

性別、級、参加種目、試合参加回数、過去の入賞暦のみで構いません。入金確認をもって

申込完了といたします。 

 

 

記入例↓ 

 


