
第17回 町田市テコンドー選手権大会 

第第第第6666回東京都オープンテコンドー選手権大会回東京都オープンテコンドー選手権大会回東京都オープンテコンドー選手権大会回東京都オープンテコンドー選手権大会    

 

【１】名 称  第17回 町田市テコンドー選手権大会 

       第6回東京都オープンテコンドー選手権大会 

【２】主 催  町田市テコンドー協会 

【３】後 援  (一社)国際テコンドー連盟 全日本協会・友好団体 

【４】目 的  東京都・町田市へのテコンドー普及と武道交流・国際親善 

テコンドーを通じて防犯、安心安全の町作りで地域貢献する事 

昨年度より一年の感染対策実践の大会と致します 

【５】開催日時 2021年 11月28日（日）9:00～17:00 

集合時間 スタッフ… 8:30、 選手 … 9:10 

【６】開催場所 町田総合体育館 第一･第二武道場（地下1階） 

東京都町田市南成瀬５－１２ TEL 042‐724‐3440 

ＪＲ成瀬駅 下車徒歩８分 有料駐車場あり。 

【７】参加対象 白帯以上のテコンドー修練者（組手8級以上） 

東京都・町田市在住及び近隣跆拳道の競技ルールを理解できる武道修練者 

募集人数 東京都大会20名 町田市大会60名 

【８】競技種目 Ⅰ．型 準決勝まで指定のみ、決勝戦は指定と自由。 

        Ⅱ．肩タッチ（1分×1R）延長30秒、初参加の有級者も可。 

Ⅲ．組手（小学生…1分30秒×1R、中学生・高校生～一般…2分×1R）  

決勝 2R、延長1分 

Ⅳ．ランキングカップ（2分×2R 男子17歳以下60kg 女子17歳以下52kg） 

   ※組手社会人は38歳以上で一般とどちらでも選択できます。 

※成年有段者を東京都オープンテコンドー大会と位置づけする。 

【９】ルール ITF（国際跆拳道連盟）の試合ルールに準じ、町田市協会ルールで行います。 

大会当日にも説明しますが、各道場でも指導者の皆さまがお伝え下さい。 

型…準決勝まで指定のみ（1つ）決勝自由と指定、組手…1R、決勝のみ2R。 

町田市協会ルール 

① 競技力より礼儀を重視します。武道家らしからぬ行為をする選手・チームは、 

エントリーしないことが賢明です。指導者の方々も申請時に選手をご選択下さい。 

②選手を申請される道場は、スタッフも大会へ参加下さる事にご理解頂きます。 

以上の事にご理解を頂けない道場の皆さまは、エントリーをご遠慮願います 

【10】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・その他特別賞・町田市長賞（予定） 

【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（ＩＴＦ全日本協会指定マーク黒）を着用

します。マウスガード着用とする。男子インナー禁止、女子インナーは白を着用

とする。 



※ 上記の防具は参加者各自で用意下さい（各道場で注文可）。 

※ 面（フルフェイス）は、各自用意下さい。 

※マスク着用持参下さい。 

 

【12】参 加 費  町田市大会5,000円/一人  東京都大会6,000円/一人 

【13】申請締切 2021年 11月13日（土） 必着 （円滑な大会運営の為、ご了承下さい） 

【14】申込み方法 

各道場責任者が上記参加人数分を一括して、下記口座（１）まで、お振込み下さい。 

また、それを証明する控え（コピー可）を参加申込書に添付し、まとめて下記（２） 

まで郵送下さい。 

尚、別紙の参加選手一覧表・スタッフ一覧表を下記（３）までデータを送信下さる 

と助かります。 

１ 参加費振込先 「JAセレサ川崎野川支店」５１２３－００６－７１２４１８５ 

          「名義」町田市テコンドー協会 会計 篠原和哉 

２ 申込書送付先 〒194-0012 東京都町田市金森東2-10-22-2F 

               町田市テコンドー協会事務局 

               TEL 047-445-4547 

３ E－MAIL info@itf.tokyo.jp 

 

【15】注意事項  

・ 所属責任者に試合参加の許可を得てください。 

・ 期限の過ぎた申込は受け付けません。 

・ 参加者はワクチン接種を2回受けた者だけ参加できます。 

・ 参加者はワクチン接種1週間以内の者は参加できません。 

・ 参加者は1週間前検温（37℃以下体調良好者のみ入場可）記入用紙当日提出。 

・ 大会当日、各種保険証を持参して下さい。（コピー不可） 

・ 一度提出された参加費は、返却致しません。但し、コロナ禍にて大会中止とする

可能性もあります。その場合は参加費は全額返金致します。 

・ 大会当日はカテゴリー別にて会場入りの時間帯が違います。カテゴリーが決定 

次第、ご連絡致します。 

 

【16】競技種目 

 型（トゥル） 

１ 幼年部 男女 白帯の部        24 小学3･4年生 男女 青帯の部 

２ 小学1･2年生 男女 白帯の部          25 小学5･6年生 男女 青帯の部 

３ 小学3･4年生 男女 白帯の部          26 中学生 男子 青帯の部 

４ 小学5･6年生 男女 白帯の部          27 中学生 女子 青帯の部 

５ 中学生 男子 白帯の部               28 高校生～一般 男子 青帯の部 

６ 中学生 女子 白帯の部               29 高校生～一般 女子 青帯の部 

７ 高校生～一般 男子 白帯の部         30 小学1･2年生 男女 赤帯の部        

８ 高校生～一般 女子 白帯の部         31 小学3･4年生 男女 赤帯の部 



９ 小学1･2年生 男女 黄帯の部     32 小学5･6年生 男女 赤帯の部 

10 小学3･4年生 男女 黄帯の部     33 中学生 男子 赤帯の部 

11 小学5･6年生 男女 黄帯の部     34 中学生 女子 赤帯の部 

12 中学生 男子 黄帯の部        35 高校生～一般 男子 赤帯の部 

13 中学生 女子 黄帯の部        36 高校生～一般 女子 赤帯の部 

14 高校生～一般 男子 黄帯の部     37 小学5･6年生 男女 黒帯の部 

15 高校生～一般 女子 黄帯の部     38 中学生 男子 黒帯の部 

16 小学1･2年生 男女 緑帯の部          39 中学生 女子 黒帯の部 

17 小学3･4年生 男女 緑帯の部          40 高校生～一般 男子 一段の部 

18 小学5･6年生 男女 緑帯の部          41 高校生～一般 女子 一段の部 

19 中学生 男子 緑帯の部               42 高校生～一般 男子 二段の部 

20 中学生 女子 緑帯の部               43 高校生～一般 女子 二段の部 

21 高校生～一般 男子 緑帯の部         44 高校生～一般 男子 三段の部 

22 高校生～一般 女子 緑帯の部         45 高校生～一般 女子 三段以上の部 

23 小学1･2年生 男女 青帯の部     46 高校生～一般 男子 四段以上の部 

 

肩タッチ 

47 幼年部 男女 肩タッチの部      48 小学生1年～3年 男女 肩タッチの部 

49 小学生4年～6年 男女 肩タッチの部 

 

組手（マッソギ） 

   50 小学黄～緑帯 男子 ～18ｋｇ    90 中学生 男子 ～35ｋｇ 

51 小学黄～緑帯 男子 ～22ｋｇ    91 中学生 男子 ～40ｋｇ 

52 小学黄～緑帯 男子 ～26ｋｇ    92 中学生 男子 ～45ｋｇ 

53 小学黄～緑帯 男子 ～30ｋｇ    93 中学生 男子 ～50ｋｇ 

54 小学黄～緑帯 男子 ～34ｋｇ    94 中学生 男子 ～55ｋｇ 

55 小学黄～緑帯 男子 ～38ｋｇ    95 中学生 男子 ～60ｋｇ 

56 小学黄～緑帯 男子 ～42ｋｇ    96 中学生 男子 ＋60ｋｇ 

57 小学黄～緑帯 男子 ～46ｋｇ    97 中学生 女子 ～35ｋｇ 

58 小学黄～緑帯 男子 ～50ｋｇ    98 中学生 女子 ～40ｋｇ 

59 小学黄～緑帯 男子 ＋50ｋｇ    99 中学生 女子 ～45ｋｇ 

60 小学黄～緑帯 女子 ～18ｋｇ    100 中学生 女子 ～50ｋｇ 

61 小学黄～緑帯 女子 ～22ｋｇ    101 中学生 女子 ～55ｋｇ 

62 小学黄～緑帯 女子 ～26ｋｇ    102 中学生 女子 ＋55ｋｇ 

63 小学黄～緑帯 女子 ～30ｋｇ    103 男子有級 高校生～一般 ～58ｋｇ 

64 小学黄～緑帯 女子 ～34ｋｇ    104 男子有級 高校生～一般 ～64ｋｇ 

65 小学黄～緑帯 女子 ～38ｋｇ    105 男子有級 高校生～一般 ～70ｋｇ 

66 小学黄～緑帯 女子 ～42ｋｇ    106 男子有級 高校生～一般 ～76ｋｇ 

67 小学黄～緑帯 女子 ～46ｋｇ    107 男子有級 高校生～一般 ～82ｋｇ 

68 小学黄～緑帯 女子 ～50ｋｇ    108 男子有級 高校生～一般 ＋82ｋｇ 

69 小学黄～緑帯 女子 ＋50ｋｇ    109 女子有級 高校生～一般 ～45ｋｇ 



70 小学青～黒帯 男子 ～18ｋｇ    110 女子有級 高校生～一般 ～50ｋｇ 

71 小学青～黒帯 男子 ～22ｋｇ    111 女子有級 高校生～一般 ～55ｋｇ 

72 小学青～黒帯 男子 ～26ｋｇ    112 女子有級 高校生～一般 ～60ｋｇ 

73 小学青～黒帯 男子 ～30ｋｇ    113 女子有級 高校生～一般 ～65ｋｇ 

74 小学青～黒帯 男子 ～34ｋｇ    114 女子有級 高校生～一般 ＋65ｋｇ 

75 小学青～黒帯 男子 ～38ｋｇ    115 男子有段 高校生～一般 ～58ｋｇ 

76 小学青～黒帯 男子 ～42ｋｇ    116 男子有段 高校生～一般 ～64ｋｇ 

77 小学青～黒帯 男子 ～46ｋｇ    117 男子有段 高校生～一般 ～70ｋｇ 

78 小学青～黒帯 男子 ～50ｋｇ    118 男子有段 高校生～一般 ～76ｋｇ 

79 小学青～黒帯 男子 ＋50ｋｇ    119 男子有段 高校生～一般 ～82ｋｇ 

80 小学青～黒帯 女子 ～18ｋｇ    120 男子有段 高校生～一般 ＋82ｋｇ 

81 小学青～黒帯 女子 ～22ｋｇ    121 女子有段 高校生～一般 ～45ｋｇ 

82 小学青～黒帯 女子 ～26ｋｇ    122 女子有段 高校生～一般 ～50ｋｇ 

83 小学青～黒帯 女子 ～30ｋｇ    123 女子有段 高校生～一般 ～55ｋｇ 

84 小学青～黒帯 女子 ～34ｋｇ    124 女子有段 高校生～一般 ～60ｋｇ 

85 小学青～黒帯 女子 ～38ｋｇ    125 女子有段 高校生～一般 ～65ｋｇ 

86 小学青～黒帯 女子 ～42ｋｇ    126 女子有段 高校生～一般 ＋65ｋｇ 

87 小学青～黒帯 女子 ～46ｋｇ    127 男子社会人 ～58ｋｇ 

88 小学青～黒帯 女子 ～50ｋｇ    128 男子社会人 ～64ｋｇ 

89 小学青～黒帯 女子 ＋50ｋｇ    129 男子社会人 ～70ｋｇ 

                      130 男子社会人 ～76ｋｇ 

                       131 男子社会人 ～82ｋｇ 

                   132 男子社会人 ＋82ｋｇ 

                   133 女子社会人 ～45ｋｇ 

                       134 女子社会人 ～50ｋｇ 

                   135 女子社会人 ～55ｋｇ 

                   136 女子社会人 ～60ｋｇ 

                   137 女子社会人 ～65ｋｇ 

                   138 女子社会人 ＋65ｋｇ 

                                    

ランキングカップ 

139 17歳以下－60kg          140 17歳以下－52kg 

C 山ノ内 蓮            C 大蔵 凛 

 

試合が成り立たない場合や規定の人数が満たない場合は、 

クラス統合にご了承いただきます。 


