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第7回 埼玉県テコンドー選手権大会 
 

 

【１】名  称     第7回埼玉県テコンドー選手権大会  

 

【２】共  催     一般社団法人埼玉県テコンドー協会、東松山市テコンドー協会 

 

【３】後  援     一般社団法人国際テコンドー連盟全日本協会、岡澤道場 

 

【４】目  的      テコンドーの普及、競技参加者間の交流  

テコンドーを通じ、健全な精神修養及び体力増進に貢献する事  

 

【５】開催日時    2019年5月26日（日）10:00～17:00  

集合時間  スタッフ … 8:30、選手 …9:10 

 

【６】開催場所    東松山市民体育館 

埼玉県東松山市松葉町4-8-22（TEL:0493-24-6081）  

東武東上線森林公園駅下車徒歩10分  関越自動車道東松山ICから5分無料駐車場有 

  

【７】参加対象    白帯以上のテコンドー修練者 

 

【８】競技種目    Ⅰ．型  ITF所定のもの、準決勝まで指定のみ、決勝戦は指定と自由 

Ⅱ．組手 （ITFおよびWTFルール※ＷＴＦルールに参加希望者は別途要項参照） 

Ⓐ ITFルール  Ⓑ WTFルール  Ⓒ 肩タッチ組手 

肩タッチ3本先取制、小学生の部 1分30秒×1R、中学生の部 1分30秒×1R 決勝2R 

成年部 2分×1R 決勝2R   

 

【９】ルール      ITF、WTF試合ﾙｰﾙに準じ、埼玉県テコンドー協会ルールで行います。  

大会当日にも説明しますが、各道場・ｸﾗﾌﾞでも指導員の皆様がお伝えください。  

型…準決勝まで指定のみ（1つ）、組手…【８】競技種目に明記  

 

【10】入賞/表彰   型/組手/ 1位、2位、3位 ※ＷＴＦルールについてはメダルなし、その他各種特別賞 

 

【11】防具の使用  テコンドー修練者は道衣の他に、黄帯になると防具が必要になります。  

※組手への参加は安全の為、手足の防具を着用します。 防具は参加者各自で用意下さ

い（各道場で注文可）。 組手では円滑に進行する為、帯止め又はテーピングで帯を固定

して下さい。中学生以上はマウスピース着用義務、小学生もあれば望ましい。 

※面（フルフェイス）と胴防具（ボディープロテクター）は、主催者側にて用意。  

 

【12】参 加 費   5,000円/一人 ※組手ダブルエントリーは6,000円、白帯型のみエントリーは3,000円 
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【13】申請期間   2019年5月11日（土）必着  

 

【14】申請方法   申請書に参加費を添え、各道場・ｸﾗﾌﾞの指導員・ｽﾀｯﾌへ提出して下さい。 

お集めいただいた参加費は期間内に下記協会口座にお振込み下さい。  

大会事務局  〒355-0063 埼玉県東松山元宿1-14-15 矢島ビル1Ｆ  

岡澤道場埼玉県本部内 一般社団法人埼玉県テコンドー協会 ✉info@stajapan.or.jp 

ゆうちょ銀行 10380-67745201 一般社団法人埼玉県テコンドー協会 

 

【15】注意事項   ・ 所属責任者に試合参加の許可を得て下さい。  

・ 一度提出された参加費は、返却致しません。  

・ 期限の過ぎた申込は受け付けません。 

・ スポーツ保険に加入していない道場代表者の方はお知らせ下さい。            

大会当日、保険証をご持参下さい。（コピー不可）  

 

【16】競技種目 

Ⅰ 型  

1. 未就学児（年尐～年中） 男女 白帯の部  31.  中学生 男子 緑帯の部 

2. 未就学児（年長） 男女 白帯の部  32.  中学生 女子 緑帯の部 

3.  小学1年生 男女 白帯の部   33.  高校生～一般 男子 緑帯の部 

4.  小学2年生 男女 白帯の部   34.  高校生～一般 女子 緑帯の部 

5.  小学3年生 男女 白帯の部   35.  小学1年生 男女 青帯の部 

6.  小学4年生 男女 白帯の部    36.  小学2年生 男女 青帯の部 

7.  小学5年生 男女 白帯の部   37.  小学3年生 男女 青帯の部 

8.  小学6年生 男女 白帯の部    38.  小学4年生 男女 青帯の部 

9.  中学生 男子 白帯の部          39.  小学5年生 男女 青帯の部 

10.  中学生 女子 白帯の部          40.  小学6年生 男女 青帯の部 

11.  高校生～一般 男子 白帯の部   41.  中学生 男子 青帯の部 

12.  高校生～一般 女子 白帯の部   42.  中学生 女子 青帯の部 

13.  未就学児 男女 黄帯の部   43.  高校生～一般 男子 青帯の部 

14.  小学1年生 男女 黄帯の部   44.  高校生～一般 女子 青帯の部 

15.  小学2年生 男女 黄帯の部   45.  小学2年生 男女 赤帯の部 

16.  小学3年生 男女 黄帯の部   46.  小学3年生 男女 赤帯の部 

17.  小学4年生 男女 黄帯の部   47.  小学4年生 男女 赤帯の部 

18.  小学5年生 男女 黄帯の部          48.  小学5年生 男女 赤帯の部 

19.  小学6年生 男女 黄帯の部   49.  小学6年生 男女 赤帯の部 

20.  中学生 男子 黄帯の部   50.  中学生 男子 赤帯の部 

21.  中学生 女子 黄帯の部   51.  中学生 女子 赤帯の部 

22.  高校生～一般 男子 黄帯の部   52.  高校生～一般 男子 赤帯の部 

23.  高校生～一般 女子 黄帯の部   53.  高校生～一般 女子 赤帯の部 

24.  未就学児 男女 緑帯の部   54.  小学4年生 男女 黒帯の部 

25.  小学1年生 男女 緑帯の部   55.  小学5年生 男女 黒帯の部 
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26.  小学2年生 男女 緑帯の部   56.  小学6年生 男女 黒帯の部     

27.  小学3年生 男女 緑帯の部   57.  中学生 男子 黒帯の部       

28.  小学4年生 男女 緑帯の部   58.  中学生 女子 黒帯の部 

29.  小学5年生 男女 緑帯の部   59.  高校生～一般 男子 黒帯の部       

30.  小学6年生 男女 緑帯の部   60.  高校生～一般 女子 黒帯の部 

 

Ⅱ 組手 Ⓐ、Ⓑ※ＩＴＦルールとＷＴＦルール 

61. 小学生 男子 ～22㎏    83. 小学生 女子 ～34㎏ 

62. 小学生 男子 ～24㎏                   84.  小学生 女子 ～36㎏ 

63. 小学生 男子 ～26㎏    85.  小学生 女子 ～38㎏ 

64. 小学生 男子 ～28㎏    86.  小学生 女子 ～40㎏ 

65. 小学生 男子 ～30㎏    87.  小学生 女子 ～42㎏  

66. 小学生 男子 ～32㎏    88.  小学生 女子 42㎏以上        

67. 小学生 男子 ～34㎏    89.  中学生 男子 ～40㎏ 

68. 小学生 男子 ～36㎏    90.  中学生 男子 ～45㎏ 

69. 小学生 男子 ～38㎏    91.  中学生 男子 ～50㎏ 

70. 小学生 男子 ～40㎏    92.  中学生 男子 ～55㎏ 

71. 小学生 男子 ～42㎏    93.  中学生 男子 55㎏以上 

72. 小学生 男子 ～44㎏    94.  中学生 女子 ～40㎏ 

73. 小学生 男子 ～46㎏    95.  中学生 女子 ～45㎏ 

74. 小学生 男子 ～48㎏    96.  中学生 女子 ～55㎏ 

75. 小学生 男子 ～50㎏    97.  中学生 女子 55㎏以上 

76. 小学生 男子 50㎏以上   98.  高校生～一般 男子 ～58㎏ 

77. 小学生 女子 ～22㎏    99.  高校生～一般 男子 ～64㎏ 

78. 小学生 女子 ～24㎏                         100.  高校生～一般 男子 ～70㎏ 

79. 小学生 女子 ～26㎏                         101.  高校生～一般 男子 ～70㎏以上 

80. 小学生 女子 ～28㎏                         102.  高校生～一般 女子 ～50㎏ 

81. 小学生 女子 ～30㎏                         103.  高校生～一般 女子 ～55㎏ 

82. 小学生 女子 ～32㎏                         104.  高校生～一般 女子 ～55㎏以上 

                          

Ⅱ Ⓒ、肩タッチ組手（希望者は組手にも参加可能） 

105. 男女(年尐～年中)  

106. 男女(年長)  

107. 男女小学生  

※ 型、組手共に人数が尐ない場合は統廃合、逆に参加者の多い種目は新設する場合がある事にご了承い

ただきます。  

 


