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The 3th Daedo Japan CupTaekwondo Championships in Toyota 2013 

第 3回デドジャパンカップテコンドー選手権 2013豊田大会 

日時：2013年 1月 19日(土)～20日(日) 

会場：スカイホール豊田 サブホール 

主催：愛知県テコンド－協会    主管：デドジャパン実行委員会 

後援：愛知県・豊田市教育委員会、駐名古屋大韓民国総領事館、韓国観光公社名古屋支社、名古屋韓国学校、 

公益社団法人全日本テコンドー協会、中日新聞社 
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The 3th Daedo Japan Cup  Taekwondo        

Championships in Toyota 2013 

開 催 要 項 

 

１．主  催；愛知県テコンドー協会 

２．主  管；Daedo Japan実行委員会 

３．後  援；愛知県・豊田市教育委員会、駐名古屋大韓民国総領事館、韓国観光公社名古屋支社 

名古屋韓国学校、公益社団法人全日本テコンドー協会、中日新聞社 

４．協  賛；Daedo Japan 

５．開催日時；【プンセ・キョッパ部門】2013年 1月 19日（土曜日）午後 1時開場、午後 2時開始～午後 5時 

【ギョルギ部門】2013年 1月 20日(日曜日)午前 9時開場、10時開始～午後 6時まで 

       【開催場所】〒471-0861愛知県豊田市八幡町 1－20 

             URL http://www.toyota-taikyo.or.jp/skyhall/hall.html 

交通：(1)名鉄三河線【豊田市駅】下車、東口 2番バス乗り場で【豊田本町】下車 徒歩 5分 

(2)愛知環状線【新豊田駅】下車 徒歩 15分 

(3)東名高速【豊田出口】より車で約 6km 

(4)伊勢湾岸自動車道路【豊田東出口】より車で約 6km 

６．参加資格；下記①から④を満たしている者 

① 心身とも健康の者で公益社団法人全日本テコンドー協会へ個人登録を済ました者 

② 色帯に制限はないが 6ケ月以上修練した者 

③ 各協会に所属し、WTF競技ルールを熟知した者で国籍は問わない 

④ スポーツ安全保険に加入している者 

７．試合形式及び出場階級区分 

【プンセ部門】 

・予選：第一規定プンセ四種目の中から一つ選択して演武を行い、上位 50％が本戦に進出する。 

・本戦：第二規定プンセの中から一つ選択して演武を行い上位 5名が決勝へ進出する。 

・決勝：第二規定プンセの中から残り二つ選択して演武を行う 

・各階級の選手が 5名に満たない場合、予選、本戦なしに決勝戦とする 

※競技者が規定プンセの中から選択とする 

プンセ競技の採点基準〈１００点満点の減点方式〉 

1．正確性（40点満点） 

１）基本動作の正確性     ２）各プンセの詳細項目 

2．熟練性（30点満点） 

１）動作の大きさ       ２）均衡・バランス   ３）速度と力    

3．表現性（30点満点） 

１）剛柔・緩急・リズム    ２）気の表現       

http://www.toyota-taikyo.or.jp/skyhall/hall.html
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カテゴリー・規定プンセ 

○有段（品）者の部（男女別） 

クラス 規定プムセ 

U17（14～17歳） 第一プンセ：太極 4～7章 

第二プンセ：太極 8章～太白 

U29（18～29歳） 第一プンセ：太極 6章～高麗 

第二プンセ：金剛～十進 

U39（30～39歳） 

 

第一プンセ：太極 6章～高麗 

第二プンセ：金剛～十進 

U49（40～49歳） 第一プンセ：太極 8章～太白 

第二プンセ：平原～天拳 

U59（50～59歳） 第一プンセ：高麗～平原 

第二プンセ：十進～漢水 

O59（60歳以上） 第一プンセ：高麗～平原 

第二プンセ：十進～漢水 

 

○有級者の部（男女別） 

クラス 規定プンセ 

U17（14～17歳） 第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

U29（18～29歳） 第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

U39（30～39歳） 

 

第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

U49（40～49歳） 第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

U59（50～59歳） 第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

O59（60歳以上） 第一プンセ：太極 3～5章 

第二プンセ：太極 6～8章 

 

○ヤングジュニアクラス（有級・有品－男女混合） 

クラス 規定プムセ 

Ｕ１０ （7～１０歳） 第一プンセ：太極 1～4章 

第二プンセ：太極 5～8章 

Ｕ１３ （１１歳～１３歳） 第一プンセ：太極 2～5章 

第二プンセ：太極 6～高麗 

※ クラスは 2013年１月１日～12月 31日に迎える年齢 

※ 人数により合同級を設ける場合があります 
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【キョッパ（撃破）部門】 

種目：正拳・足刀 

・競技方式：撃破枚数で順位決定 

・選手数名が同じ枚数を撃破した場合、申請枚数の多い方が優勢とみなす。 

① 競演時間：30秒以内 

② 義務規定： 

撃破技術 撃破物 規格（単位：ｃｍ） 

正拳 プラスチック瓦 プラスチック瓦：0.9 

足刀 プラスチック板 予選：プラスチック板：1.5 

・撃破部位には包帯、テーピングその他いかなる物も着用を認めない。 

・怪我のために包帯、テーピング等の着用が必要な場合は、事前に主審の確認が必要。 

③ 技術規定： 

・手刀：子指第一関節から手首前までの部分を使用。 

・正拳：人さし指と中指の前部を使用。 

・足刀：かかとと足刀を使用(撃破物の高さは撃破者の腰以上)。 

④ 撃破は 1回のみを原則とする。 

⑤ 警告規定(警告 2回に対し減点 1点とする。) 

・他の選手が撃破を行っている時に、意図的に妨害した場合。 

・主審の指示に従わなかった場合。 

⑥ 減点規定(減点 1点は、撃破物 1枚と同一とする。) 

・撃破中または撃破後、撃破に使用していない手の一部が床についた場合(-1) 

・時間を超過した場合(-1) 

・不適切な言動をした場合(-1)  

⑦ 失格規定： 

・撃破時に体重で押した場合。 

・二重で撃破をした場合。 

・撃破後、倒れた場合。 

・手刀/正拳：手足を除いた膝上の身体が床についた場合 

・足刀：撃破時に倒れる、または手が床についた場合 

・不正行為で撃破した時 

⑧ 各部別区分は以下の通り 
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[正拳]（有段・有級混合－男女別） 

1stシニア部：  

満 19歳～30歳以下 

2ndシニア部： 

満 31歳～40歳以下 

マスター部： 

満 41歳以上 

[足刀－横・後ろ蹴り]（有段・有級混合－男女別）‐撃破専用機械使用 

小学校高学年部： 

（4～6 年生） 

ジュニア部： 

満 13 歳～15 歳以下 

1stシニア部： 

満 16 歳～30 歳以下 

2ndシニア部： 

満 31 歳才以上 

※ 2013年度の学年（13歳でも 13年度に六年生の場合は高学年クラスとする） 

種目：[ジャンプ２段前蹴り]（有段・有級混合－男女別）‐撃破専用機械使用 

キョッパ台にセットされた杉板（一枚：0.9cm物）を７ｍの助走からジャンプ 2段前蹴りで割る。 

より高い位置の板を割った選手が勝ちとみなす。 

★ ルール 

１． 競演時間：30秒以内 

２． 競演後手が着いた場合、転倒した場合、失格 

小学校高学年部： 

（4～6 年生） 

ジュニア部： 

満 13 歳～15 歳以下 

1stシニア部： 

満 16 歳～30 歳以下 

2ndシニア部： 

満 31 歳才以上 

※ 2013年度の学年（13歳でも 13年度に六年生の場合は高学年クラスとする） 

種目：[ジャンプ横蹴り]（有段・有級混合－男女別）‐撃破専用機械使用 

キョッパ台にセットされた杉板（一枚：0.9cm物）を７ｍの助走からジャンプ横（足刀）蹴りで割る。より高く、

より遠い位置の板を割った選手が勝ちとみなす。 

★ ルール 

１． 競演時間：30秒以内 

２． 競演後手が着いた場合、転倒した場合、失格 

３． キョッパ台手前 2ｍ先に赤線を引き、その線を踏んだり、超えた場合失格 

小学校高学年部： 

（4～6 年生） 

ジュニア部： 

満 13 歳～15 歳以下 

1stシニア部： 

満 16 歳～30 歳以下 

2ndシニア部： 

満 31 歳才以上 

※ 2013年度の学年（13歳でも 13年度に六年生の場合は高学年クラスとする） 

 

【キョルギ部門‐個人戦】 

① WTF新ルールに基づく単一トーナメント方式 

② 出場階級区分及び試合時間 

・小学生階級：予選・決勝；1分－3R(インターバル 20秒) 

・ユースオリンピック階級：予選；1分 30秒－2R(インターバル 30秒)  

決勝；1分 30秒－3R(インターバル 45秒)  

・シニア階級      ：予選；2分－2R(インターバル 40秒) 

             決勝；2分－3R(インターバル 1分) 

③ 競技場 8m×8mコート 
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④ 有効ポイント区分 

・4点；180度回転入りのオルグル攻撃（後回し蹴り、後ろ蹴り、ターン蹴り等） 

・3点；オルグル攻撃 

・2点；180度回転入りモントン攻撃（ターン蹴り、後ろ蹴り等） 

・1点；その他（拳含む）のモントン攻撃 

⑤ 同点の場合はサドンデス方式とする。（審判委員長から説明有） 

⑥� 試合のトーナメントは実行委員会が作成する。 

⑦� 1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エントリー状況に応じ、変更の可能性がある。変更の場合は該当責任者に知らせる。 

⑪計量は 1月 19日（土曜日）17時～19時まで、1月 20日(日曜日)午前 9時～9時 30分。 

 なるべく前日（土曜日）の計量をお願い致します。 

★出場階級区分； 

①学年階級（小学 1年生～6年生・中学 1年生まで）－初級・上級別 

階級 軽量級（男子） 重量級（男子） 軽量級（女子） 重量級（女子） 

小学校 1・2年生級 20kg以下 20kg以上 18kg以下 18kg以上 

小学校 3・4年生級 27kg以下 27kg以上 25kg以下 25kg以上 

小学校 5・6年生級 35kg以下 35kg以上 33kg以下 33kg以上 

中学 1年生級 37kg以下 37kg以上 35kg以下 35kg以上 

②ユースオリンピック階級（14歳～17歳）－初級・上級別 

階級 男子部 階級 女子部 

－45kg級 45.0 kg未満 －40kg級 40 kg未満 

－48kg級 45.1 kg以上 48.0kg未満 －44kg級 40.1 kg以上 44.0kg未満 

－51kg級 48.1 kg以上 51.0kg未満 －49kg級 44.1 kg以上 49.0kg未満 

－55kg級 51.1 kg以上 55.0kg未満 －52kg級 49.1 kg以上 52.0kg未満 

＋55kg級 55.1 kg以上 ＋52kg級 52.1 kg以上 

③シニア階級（18歳以上）－初級・上級合同級 

階級 男子部 階級 女子部 

－54kg級 54.0㎏未満 －46kg級 46kg未満 

－58kg級 54.1 kg以上 58.0㎏未満 －49kg級 46.1 kg以上 49kg未満 

－63kg級 58.1 kg以上 63.0 kg未満 －53kg級 49.1 kg以上 53.0 kg未満 

－68kg級 63.1 kg以上 68.0 kg未満 －57kg級 53.1 kg以上 57.0 kg未満 

－74kg級 68.1 kg以上 74.0 kg未満 －62kg級 57.1 kg以上 62.0 kg未満 

－80kg級 74.1 kg以上 80.0 kg未満 －67kg級 62.1 kg以上 67.0 kg未満 

＋80kg級 80.1 kg以上 ＋67kg級 67.1 kg以上 

  ※出場階級区分は出場選手数により変更する場合があります。 
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【ギョルギ部門‐団体戦】 

①� チーム構成；1チーム3名+補欠1名で体重制限なし。 

②� 試合時間；3分－2R インタ－バル1分 

③� 試合形式；1Rは決められた順番通り、一人1分間試合を行う。 

2Rは3名の選手がランダムに交代しながら3分間試合を行う。 

④� 勝敗は3名の各選手の総得点の合計で決める。 

⑤� 出場階級区分：小学生階級、ユースオリンピック階級、シニア階級 

区分       男      女 

小学生階級（4年生~6年・中学1生）    無差別     無差別 

ユースオリンピック階級（14歳～17歳） 無差別 無差別 

シニア階級（18歳以上） 無差別 無差別 

 

8．表彰；各級 1位～3位までの入賞者には賞状及びメダルが授与される。 

又、最優秀選手賞、技能選手賞、敢闘選手賞として、それぞれ各階級 1名にトロフィ－が与えられる。 

 

9．試合装備；①WTF公認電子防具（ＤＡＥＤＯ製）を使用する（但し、小学 1・2年生階級は一般防具予定） 

②WTF公認テコンドー道着を着用すること（Daedo,Nike,Adidas,Sangmoosa） 

③電子ボディープロテクターは主管側で用意する。但し、電子ソックスは各自用意してください。 

    ④ヘッドギア（白色可）、マウスピース、手・足グローブ、腕・脛プロテクター及びファールカップは

必ずＷＴＦ公認の物で各自準備すること（マウスピースの色は白または透明のものとする） 

⑤防具装着所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電子ソックスは当大会実行委員会へ参加申込書と一緒に注文して下さい。 

（参加選手特別価額；4000円、サイズ；21.0cm～30.0cm） 

   ⑦子供（小学生）の場合は 電子ソックスのレンタル出来ます。（有料 1000円） 

 

10．申し込み方法 

①申込期日；平成 24年 12 月 16日必着とする。 

②申込方法；参加申込書に必要事項を記入の上、証明写真 2枚（キョルギ部）と、下記の申込先に郵送して

下さい。 

又、大会参加費と電子ソックス代金（若しくはレンタル代金）を合わせた合計金額を三菱東京 UFJ 銀行

への振込みをお願いします（但し、所有している選手は購入不要） 

  a.金庫名：三菱東京 UFJ銀行   支店；岡崎駅前（オカザキエキマエ） 

b.口座番号：5106953 

c.口座名：輝蹴会 館長 申 東準 

  ③参加費用； 

a.【キョッパ部門】；小・中学生：2,000円、高校生以上：3,000円（※2種目まで可） 

b.【プンセ部門】；小・中学生：3,000円、高校生以上：4,000円 

c.【キョルギ部門】；小学生：6,000円、中学生以上：7,000円（お弁当代金含む） 

d.【キョルギ団体戦】；1チーム：9,000円 

e. 選手側の理由で出場不可能になった場合でも参加費は返却出来ません。 
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  ④申し込み先；〒.444-0943愛知県岡崎市矢作町字八剱 9-2  Daedo Japan実行委員会 

         TEL：0564-32-4000、FAX：0564-54-7066 

  ※参加いただいた選手には記念品を用意しています。 

 

11．その他の注意事項 

① 主催者側でスポーツ損害保険等に加入していませんので参加選手は各自で必ずスポーツ安全保険に加入

して下さい。大会中の事故、怪我等に付いては、応急処置はいたしますが、主催者側は一切の責任を負

いません。 

② 昼食事は主管側から用意します。但し、会場内での飲料、飲食は禁止ですので 3Fのスタンド―又は 

2Fのスタンド－ 若しくはロビーでお願い致します。 

③ 会場では各自の荷物は所属道場ごとに管理して下さい。又、貴重品は各自で保管してください。紛失し

ても主催者側は一切責任を持ちませんのでご注意下さい。 

④ 各自のごみはお持ち帰るようにお願いします。 

⑤ その他、不明な点は以下の連絡先までお願いします。 

・ Daedo Japan実行委員会 

・ TEL ：0564-32-4000、FAX：0564-54-7066,  H.P;090-1784-7066 
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【参加申込書（プンセ・キョッパ）】    写真 1枚添付 

横 3×縦 4cm 

所属道場：            個人登録番号：                 

氏名（漢字）：                     英文：                        

生年月日（西暦）：              性別：  男 ・ 女        

連絡先番号：                           

             段・品・級   段（品）ID：          

※有段（品）者は段（品）証コピー添付する 

【参加種目】 

『プンセ部門』 

[個人（有級・有段）] 

・U10（7～10歳） ・U17（14～17歳） ・U39（30～39歳） ・U59（50～59歳） 

・U13（11～13歳） ・U29（18～29歳） ・U49（40～49歳） ・O59（60歳以上） 

『キョッパ部門』 

[正拳]（有段・有級混合－男女別） 

1stシニア部： 

満 19歳～30歳以下 

2ndシニア部： 

満 31歳～40歳以下 

マスター部： 

満 41歳以上 

 

[足刀(横蹴り・後ろ蹴り)]（有段・有級混合－男女別） 

小学校高学年部： 

（4～6 年生） 

ジュニア部： 

満 13 歳～18 歳以下 

1stシニア部： 

満 19 歳～30 歳以下 

2ndシニア部： 

満 31 歳才以上 

 

［ジャンプ蹴り（2段前蹴り・横蹴り）］（有段・有級混合－男女別） 

小学校高学年部： 

（4～6 年生） 

ジュニア部： 

満 13 歳～18 歳以下 

1stシニア部： 

満 19 歳～30 歳以下 

2ndシニア部： 

満 31 歳才以上 

大会出場契約書及び保護者承諾書 

愛知県テコンドー協会               

Daedo Japan実行委員会 殿                      20  年  月  日 

 

 私は、2013年 1月 19日～20日に開催される The 3th Daedo Japan Cup Taekwondo 

 Championships in Toyota 2013にて選手として参加しますが、大会中に発生した怪我、 

事故について一切の責任を負い、又如何なる賠償を主催側に求めないことを誓約いたします。 

＊保護者氏名・印は、出場選手が未成年の場合のみ記入・捺印のこと。 

選手氏名                    ㊞ 

 保護者氏名                   ㊞ 
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     参加申込書（キョルギ‐個人戦） 
※           都道府県テコンドー協会      所属：                   

カタカナ  個人登録番号： 証明写真 

写真 2枚 

横 3ｃｍ 

  × 

縦 4ｃｍ 

氏名 

(漢字） 

(英文) 

           

男・女 

 

㊞ 

 First(名)   Middle       Family(性) 

フリガナ 

住所 

（漢字 or

英文） 

      

〒   －  

生年月日  (西暦)      年      月      日     （満    歳） 

段位・               

級位       

 

段・級 

 

段証番号 

 

第 

 

身長 

 

ｃｍ 

 

体重 

 

ｋｇ 

出場 

階級 

小学生 1・2年/3・4年/5・6年生/中学 1年 階級    男子・女子    軽量級・重量級 

ユースオリンピック / シニア 階級           級              初級・上級 

 

連絡先 

電話： 

携帯： 

主な成績 

（前回の

成績） 

年度                         大会      階級  位 

年度                         大会      階級  位 

年度                         大会      階級  位 

電子ソッ

クス 

有・無 

 

有           無      

購入の場合 

サイズ 

 

            Cm 

 大会出場誓約書及び保護者承諾書 

愛知県テコンドー協会               

Daedo Japan実行委員会 殿                      20  年  月  日 

 

 私は、2013年 1月 19日～20日に開催される The 3th Daedo Japan Cup Taekwondo 

 Championships in Toyota 2013にて選手として参加しますが、大会中に発生した怪我、 

事故について一切の責任を負い、又如何なる賠償を主催側に求めないことを誓約いたします。 

＊保護者氏名・印は、出場選手が未成年の場合のみ記入・捺印のこと。 

選手氏名                    ㊞ 

             保護者氏名                   ㊞ 
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参加申込書（キョルギ‐団体戦） 

チーム名：                     

出場階級：小学生階級（男・女）/ユースオリンピック階級（男・女）/シニア階級（男・女）         
 

 氏名 

身長

height

 体重

weight

 級

keup

・段

dan

 年齢

a g e

 個人登録番号 

1 
 

cm kg  歳 
No. 

2 
 

cm kg  歳 
No. 

3 
 

cm kg  歳 
No. 

補 欠

Substitute

 

 
cm kg  歳 

No. 

                              

大会出場契約書及び保護者承認書 

愛知県テコンドー協会               

Daedo Japan実行委員会 殿                      20  年  月  日 

 

 私は、2013年 1月 19日～20日に開催される The 3th Daedo Japan Cup Taekwondo 

 Championships in Toyota 2013にて選手として参加しますが、大会中に発生した怪我、 

事故について一切の責任を負い、又如何なる賠償を主催側に求めないことを誓約いたします。 

＊保護者氏名・印は、出場選手が未成年の場合のみ記入・捺印のこと。 

選手氏名

n a m e

                 印

seal

 ：保護者氏名

parents name

               印

seal

 

選手氏名

n a m e

                 印

seal

 ：保護者氏名

parents name

               印

seal

 

選手氏名

n a m e

                 印

seal

 ：保護者氏名

parents name

               印

seal

 

選手氏名

n a m e

                 印

seal

 ：保護者氏名

parents name

               印

seal

 

所属団体

Organization

                責 任 者 氏 名

Person-in-charge name 

                印

seal
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The 3th Daedo Japan Cup Taekwondo Championships in Toyota 2013 

参加申込一覧表 

          テコンドー協会      所属：   

NO 区分 フリガナ 出場階級 身長

（cm） 

体重

（kg） 

級・段 年齢 性別 

選手・役員 氏名 プンセ・キョッパ 

キョルギ（個人・団体） 

１         

 

2         

 

3         

 

4         

 

5         

 

6         

 

7         

 

8         

 

9         

 

10         

 

11         

 

12         

 

13         

 

14         

 

15         

 

 

申込責任者：            印 

緊急連絡先（携帯）：           
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参加チーム別集計表 

   
 

種

目 

キョルギ【個人戦】 キョルギ 

【団体戦】 
プンセ 撃破 

区

分   

小学生 ジュニ 

 

シニア 

 

小・中学生 シニア 小・中学生 シニア 

人

数 

× 

金

額 

 

 人×

6000円 

 

  人×

 7000円 

 

   人×

  7000円 

 

人× 

9000円 

  

人× 

3000円 

 

人× 

4000円 

  

人× 

2000円 

 

人× 

3000円 

 

小

計 

        

※電子ソックス購入代金  ：   人×4000円；                 円 

※電子ソックスレンタル代金：   人×1000円；                 円 

※団体戦はチーム単位で記入してください 

※銀行振り込み後、領収書のコピーを添付してください。 

 

 

総計           円 
 

 

 

 

道 場 名                

  

代表者氏名                


