第29回 全日本テコンドー
全日本テコンドー選手権大会
テコンドー選手権大会
～ アメリカチーム
アメリカチーム・ロシアチーム
チーム・ロシアチーム・韓国チーム
・ロシアチーム・韓国チーム 参戦 !! ～
【１】名

称

第29回 全日本テコンドー選手権大会

【２】主

催

一般社団法人 国際テコンドー連盟 全日本協会

【３】後

援

国際テコンドー連盟、東京都(予定）

【４】協

賛

富士リアルティ㈱、㈲オオタ精機、㈲ジオデザイン、㈲内山オイル、㈲髙木工業、
珈琲舎、古和谷園

【５】目

的

国内へのテコンドー普及、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

【６】開催日時

2020年 2月 16日（日） 10:00～16:30
集合時間：スタッフ… 8:30、選手 … 9:15

【７】開催場所

町田市立総合体育館 メインアリーナ
東京都町田市南成瀬５―１２ TEL 042-724-3440
ＪＲ横浜線 成瀬駅 下車徒歩９分

【８】参加対象

有段者及び1級・2級（赤帯）のテコンドー修練者
国内外で活躍する選手及び推薦された選手
＊ 小中学生：所属責任者より推薦された、青帯の選手はマッソギ（組手）へ参加可。

【９】競技種目

【10】ルール

Ⅰ．トゥル（型）

準決勝まで指定のみ、決勝は指定と自由。

Ⅱ．マッソギ（組手）

下記【10】時間など参照

ITF（国際テコンドー連盟）の試合ルールに準じ、全日本協会ルールで行なう。
組手…小学生：決勝まで1分30秒1R。
中学生、高校生～一般：準決勝まで2分1R、決勝のみ2R。

【11】入賞/表彰

型/組手

１位、２位、３位

最優秀選手賞・技能賞・敢闘賞
【12】参 加 費

ジュニア～一般

7,000円 （スポーツ保険料込)

＊ 前28回大会 高校生～一般男女 有段者 組手・型の優勝者は参加費を免除します。
【13】申請方法

各道場・クラブの責任者がまとめ、①名簿の送信、②参加費送金、③申請書を提出下さい。
① 申請時、各道場・クラブの責任者は別途添付のエクセルにて名簿を作成し下記まで送
信下さい。送って頂きましたメールのリストをもとに、選手登録及びトーナメントの作成を
行ないます。集めた申請書は、前日までに下記事務局まで送付下さい（持参可）。

E-mail：itf-japan@live.jp

申請締切 2020年 1月 22日（水） 必着

② 参加費 振込先
郵貯銀行口座 １０３２０－９５４０７９２１
一般社団法人 国際テコンドー連盟全日本協会

締切 同上

③ 大会事務局
〒247-0056 鎌倉市大船1-22-16 岡澤道場内 第29回全日本大会 事務局

【14】注意事項

選手の方へ
・ 所属責任者に試合参加の許可を得てください。
・ 組手参加者は、国際テコンドー連盟 全日本協会公認 防具を使用のこと。
・ 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。
・ 大会当日、各種保険証を持参して下さい。（コピー不可）
・ 組手へ参加の選手は安全の為、マウスガードを必ず持参下さい。
所属責任者の方へ
・ 所属長は、正装にて参加下さい。
・ 申請時、選手の申請書の記載に間違え等がないか確認し、名簿を添付のエクセルにて
作成の上、上記アドレスまでメールで送信下さい。
・ 選手を申請する道場・クラブは、実行委員または審判員を同時申請する事に了承頂きま
す。
・ 大会主催者は、参加選手を全員スポーツ保険へ加入します。万一怪我をされた選手は
2/22（土）までに大会事務局まで連絡下さい。

【15】競技種目
① トゥル（型）…（小学生クラス、中学生クラス、高校生～一般クラス）
トゥル（型）
1 小学2年生～3年生 男女 赤帯の部
2 小学4年生 男女 赤帯の部
3 小学5年生 男女 赤帯の部
4 小学6年生 男女 赤帯の部
5 中学生 男子 赤帯の部
6 中学生 女子 赤帯の部
7 小学5年生 男女 黒帯の部
8 小学6年生 男女 黒帯の部
9 中学生 男子 黒帯の部
10 中学生 女子 黒帯の部
11 一般男子 赤帯（2級の部）
12 一般男子 赤帯（1級の部）
13 一般女子 赤帯（2級の部）
14 一般女子 赤帯（1級の部）
15 一般男子 黒帯（1段の部）
16 一般男子 黒帯（2段の部）
17 一般男子 黒帯（3段以上の部）
18 一般女子 黒帯（1段の部）
19 一般女子 黒帯（2段-3段の部）

② マッソギ（組手）…（小学生クラス、中学生クラス、一般クラス）
マッソギ（組手）
20

小学生 男子 ～25ｋｇ

21 小学生 男子 ～30ｋｇ
22 小学生 男子 ～35ｋｇ
23 小学生 男子 ～40ｋｇ

24 小学生 男子 ～45ｋｇ
25 小学生 男子 ～50ｋｇ
26 小学生 男子 50ｋｇ以上
27 小学生 女子 ～25ｋｇ
28 小学生 女子 ～30ｋｇ
29 小学生 女子 ～35ｋｇ
30 小学生 女子 ～40ｋｇ
31 小学生 女子 ～45ｋｇ
32 小学生 女子 ～50ｋｇ
33 小学生 女子 50ｋｇ以上
34 中学生 男子 ～45kg
35 中学生 男子 ～50ｋｇ
36 中学生 男子 ～55kg
37 中学生 男子 ～60kg
38 中学生 男子 60kg以上
39 中学生 女子 ～40kg
40 中学生 女子 ～45kg
41 中学生 女子 ～50kg
42 中学生 女子 ～55kg
43 中学生 女子 55ｋｇ以上
44 一般女子 ～45kg
45 一般女子 ～50kg
46 一般女子 ～55kg
47 一般女子 ～60kg
48 一般女子 60kg以上
49 一般男子 ～58kg
50 一般男子 ～64kg
51 一般男子 ～70kg
52 一般男子 ～76kg
53 一般男子 76kg以上

＊ 試合が成り立たない場合、統合にご了承いただきます。

