
第 9 回 全日本テコンドー選手権大会 東日本地区大会 

開 催 要 項 

 

１．名  称   第 9回全日本テコンドー選手権大会 東日本地区大会 

 

２．主  催    一般社団法人 全日本テコンドー協会 

 

３．主  管   山梨県テコンドー協会 

 

４．開催日時   平成 27年 10 月 25日（日） 

☆09：00開場 10:00開始予定 

 

５．開催場所   山梨県山梨市  山梨市民総合体育館 

〒405-0014 山梨県山梨市上石森 7011 

           TEL 0553-22-5600   

・中央自動車道勝沼 ICから車で約 20分   JR山梨市駅より車で 5分 

 

６．計量・場所  ☆平成 27年 10月 24 日（土）17:00～18:30       山梨県山梨市山梨市民体育館 

           前日計量：17:00 までに集合、止むを得ない理由によって時間内に集合ができない場

合、審判委員長(瀬尾健一：080-8386-0324)まで必ず連絡を入れ、理由と予定時間を伝

えること。連絡が無い場合については、不参加とみなしますので、ご注意ください。 

                      ※大会当日の計量は行わない 

                      ※計量後会場にてトーナメント作成の抽選を行う 

           ※計量の際道着パンツと Tシャツの場合＋500g まで可とする。 

 

７．出場資格   一般社団法人全日本テコンドー協会に個人登録（平成 27年 8月 31日現在）している東

日本地区（愛知県・岐阜県・石川県以東）各都道県テコンドー協会に所属し当該都道

県協会代表者の承認を得ている下記①～⑥に該当し、且つ⑦～⑩に該当しない者 

＜該当する＞   ①各都道県協会の推薦者で個人登録している者（参加申請書に個人登録番号を記入くだ

さい。申請中は申請中にて記入する）今からの申請者は出場できない。 

         ②心身共に健康な者 

         ③高校生以上の者 

         ④外国国籍の場合、日本在住であること（住民票又は外国人登録証明書のコピーを添付） 

         ⑤有段者の場合は段位証のコピーを添付する。 

⑥特別な理由がない限り第 9回全日本テコンドー選手権大会（2016年 2月 21日（日）・

東京都）に出場できる者（出場できない者は不可） 

＜該当しない＞  ⑦全日本テコンドー選手権大会の第 7回（2014年 3月 2日・兵庫県姫路市）または第 8

回（2015年 3月 2日・東京都）大会 1位～3位入賞者 

⑧第 8回全日本ジュニアテコンドー選手権大会（2015年 7月 26日・長野県松本）で高

校生以上のクラス 1位～2位入賞者 

⑨第 9 回全日本学生テコンドー選手権大会（2015 年 10 月 4 日・滋賀県予定）1 位～2

位入賞者 



⑩平成 27年度強化指定選手 

※なお、本大会の 1 位～3 位入賞者には第 9 回全日本テコンドー選手権大会の出場資

格が与えられる。 

８．出場階級 （男女別） 

①男子                     ②女子 

-54kg     54kg 未満                          -46kg     46kg未満 

-58kg     54kg 以上 58kg 以下             -49kg     46kg 以上 49kg 以下 

                  -63kg     58kg以上 63kg 以下          -53kg     49kg以上 53kg以下 

                  -68kg     63kg以上 68kg 以下         -57kg     53kg以上 57kg以下 

                  -74kg     68kg以上 74kg 以下         -62kg     57kg以上 62kg以下 

                  -80kg     74kg以上 80kg 以下          -67kg     62kg以上 67kg以下 

                  -87kg     80kg以上 87kg 以下         -73kg     67kg以上 73kg以下 

                  +87kg     87kg超               +73kg     73kg超 

       ※エントリー状況に応じ変更の可能性がある。変更の場合、該当都道府県協会に知らせる。 

９．試合形式及び時間 

①WTFルール（新ルール 2014/7/1以降）に基づく単一トーナメント方式 

②試合時間（男女共同） 

・予選・決勝     1分 30秒×3R  インターバル 40秒 

※参加人数により変更の場合有 

③10m×10mコート 

④有効ポイント 

・4点；オルグル(180 度回転蹴り－後回し蹴り、後ろ蹴り、ターン飛び蹴り等）攻撃 

・3点；オルグル攻撃、モントン（ターンとび蹴り、後ろ蹴りなど）攻撃 

 ・1点；ジュモク攻撃、その他のモントン攻撃 

⑤同点の場合はゴールデンポイントとする。（審判委員長から説明有） 

⑥試合のトーナメントは、計量後大会会場で抽選して作成する。 

⑦1ラウンド終了時に得点差が 12点差の場合、勝者が宣告される。 （PTG） 

 （※決勝戦の場合は 2R） 

⑧選手間の力量差が明確で、安全上試合続行困難と判断された場合、審判の裁量により

速やかに試合を中止し、勝敗を判断する。(RSC) 

⑨試合進行を妨げる行為は失格とする。(3度の選手呼び出しにも関わらずコートに現れ

ない場合 等） 

⑩試合開始時、コーチの服装等が悪い場合は選手に警告を与える。 

 （例えば、半ズボン、スリッパ、胴着の選手等） 

⑪各都道府県責任者は出場選手 10名対して 1名以上のA級以上の審判員を派遣すること。 

 （但し、審判委員会にて最終決定する） 

⑫前項を違反した都道府県及び責任者に罰金 10万円を課するものとする。 

（競技委員会細則第 11条 2項による） 

１０．試合装備  ①WTF( http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized)・ 

AJTA公認テコンドー道衣着用 

②WTF公認電子防具・電子ヘッドギアを使用する。 

③電子ボディープロテクター、電子ヘッドギアは主催者で用意する。 

④WTF・AJTA公認の腕、脛プロテクター及びファールカップ、手グローブ、マウスピース

（白または透明）は各自準備すること。※不着用の場合、出場不可とする。 

http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized)%E3%83%BB


⑤電子防具装着は会場内の所定の場所にて速やかに装着し、試合終了後、速やかに返却す

ること。 

⑥電子ソックス・踵センサーは個人で準備してください。お問い合わせ先は輝蹴スポーツ

（http://www.kishusports.com/product/cat62.php）でご確認ください。 

  ⑦電子ソックス・踵センサーのレンタルはありません。 

 

１１．賞 状   男女とも各階級の 1位から 3位までの入賞者に賞状及びメダルが授与される。 

 

１２．申込方法  添付の申込用紙（別紙 1、2）に必要事項を記入し期日までに送付するととも

に、人数分の参加費を納入すること。ファックスのみの申込は無効。 

※段位取得者は段位証のコピーを添付（申請書に段番号・取得日記入必要） 

※27年度個人登録証のコピーを添付（申請書に登録番号記入必要） 

(個人登録証が申込時に間に合わない場合、事務局にて登録の有無について調

べます) 

１３．参 加 費  選手一人 10,000 円 （障害保険料含む） 

                  但し、準加盟団体（北海道、新潟県、滋賀県、島根県）については、 

選手一人 12,000 円（障害保険料含む） 

下記口座への銀行振込で納入すること。 

りそな銀行 参議院支店 普通 1146301 

社団法人 全日本テコンドー協会 

※都道県協会毎に一括で納入すること 

※選手側の理由で出場不可能となっても参加費は返却しない 

 

１４．申込期日  2015年 10月 7日（水）必着厳守 

※ファックスのみの受付は無効 

※期日に間に合わない場合受付しない 

 

１５．申込書送付先 

         〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1岸記念体育館３階  

（公財）日本オリンピック委員会内 

一般社団法人全日本テコンドー協会 事務局 

          TEL 03-3481-2732  FAX 03-3481-2745 

 

１６．本要項に関する問合せ先 

競技委員長  申 東準 (携帯 090-1784-7066) 

 競技副委員長 齊藤 和広（携帯 090-6016-9641） 

 競技副委員長 舘 和男（テコンドーT.K.D 06-6956-5537） 

 

１７.大会会場に関する問合せ先 

                山梨県テコンドー協会 小泉 秀一 (携帯 090-2543-5207) 

東京都協会で一括

申し込みします 

エントリーフォームにつきましては、必ずエクセル

データでご返信ください。(間違い防止の為) 

セブン銀行 パンジー支店 普通 0713678 イシイ ナオヒト 
※振込名義人を「ヒガシニホン（団体名）」でお願いします。 
※東京都協会専用口座としております。2015 年 10 月 7 日（水）着金厳守 
 

2015 年 10 月 7 日（水）必着厳守 

〒112-0002  
東京都文京区小石川 3-31-9 株式会社常川製本内  

東京都テコンドー協会事務局 

（エントリーフォームは desk@tkdtokyo.com） 

 



一般社団法人　全日本テコンドー協会
会　長　　金　　原　　　　昇　　　殿

㊞

年　　　月　　　日

●役　員

●コーチ

●審　判

●選　手 　計　　　　名　　　　男　子　　　名　　　女　子　　　名

都道府県協会名：東京都テコンドー協会

代　　　表　　　者：　林　　督　元

都道府県協会申込書

　表記の競技大会に当協会より以下の役員、コーチ、審判、選手を派遣致しますので、参加費を添えて
申し込み致します。審判・選手につきましては別紙2・3参加申込書（審判用・選手用）も併せて提出致しま
す。
　なお、参加選手の出場資格につきましては、本大会要項にある要件を充たしていることも申し添えま
す。

第9回全日本テコンドー選手権大会　東日本地区大会　

氏　　　　名 氏　　　　名

氏　　　　名 氏　　　　名

男　　　子 女　　　子

氏　　　　名 氏　　　　名

ふりがな

氏　　　名
ふりがな

氏　　　名
階　　級 階　　級

1 1

2 2

3 3

5 5

6 6

9 9

4 4

8

10 10

7 7

8

別　紙　1



別 紙　2

所属道場・クラブ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

国　籍

成績

1

2

3

選手氏名 　㊞

　㊞

※大会の映像・写真・記事等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・

パンフレット等に報道・掲載利用されることを承諾いたします。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

※大会参加者の個人情報の取扱いは国内の関連するすべての法律を遵守し、実施されるものとして了承いたします。 

※暴力団・その他反社会的勢力の構成員またはその関係者でないことを表明し、保証します。 

性　別

男 ・ 女

（未成年の場合は保護者の承諾も必要。押し印がない場合は、出場を認めない。）

大会名・階級 開催年月

年　　　　月

年　　　　月

年　　　　月

保護者氏名

　　私は、2015年10月25日に開催される第9回全日本テコンドー選手権大会　東日本地区大会に選手と
して出場しますが、大会中に起きた事故、怪我等について一切の責任を負い、いかなる賠償も主催およ
び主管側に求めないことも誓約いたします。

平成27年　　　月　　　　日一般社団法人　全日本テコンドー協会　　殿

第9回　全日本テコンドー選手権大会　東日本地区大会

学校名

学校住所

実　績
（好成績順）

学部・学年

選手申込書

身長・体重

段品位・級（数字を記入し、いずれかに○）

出 場 階 級 女子

（記入例 ： 男子 -54kg）

所属県協会（　東京都テコンドー協会　）

Email

大会出場誓約書および保護者承諾書

　　　　　　　　　ｃｍ 　　　　　　　　　　kg

個人登録番号

（段品証No.　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　段品　・　級

連　絡　先

フリガナ

氏　名

男子

現　住　所

（記入例 ： 女子 +73kg）

指 導 者 名

フリガナ

TEL　　　　　　　       　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（満　　　　歳）
※2015.10.25現在

生年月日（西暦）



別 紙　3

〒

個人登録番号

〒

個人登録番号

〒

個人登録番号

最寄乗車駅：　　　　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　　　駅

審判登録：　有　　無

審判登録：　有　　無

第9回　全日本テコンドー選手権大会　東日本地区大会
審判申込書

所属県協会（　東京都テコンドー協会　）

フリガナ 性　別

氏　名 男　　・　　女

フリガナ

現　住　所

連　絡　先
TEL　　　　　　　       　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　

Email

フリガナ 性　別

氏　名 男　　・　　女

フリガナ

Email
連　絡　先

TEL　　　　　　　       　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　

現　住　所

最寄乗車駅：　　　　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　　　駅

フリガナ 性　別

氏　名 男　　・　　女

審判登録：　有　　無

フリガナ

現　住　所

連　絡　先
TEL　　　　　　　       　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　

Email

最寄乗車駅：　　　　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　　　駅
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