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       主催：ヨンソンテコンドー   

       後援：在日龍仁大学同門会 

          期日：平成 26年 8月 30日（土） 

: 午前 9時開場、10時開始 

午後 6時終了予定 

場所：船橋アリーナ サブアリーナ 



            大 会 要 項         2014.6.4版 

1.キョルギ部門 個人戦 

（１）参加資格 

① 年齢：幼児以上の修練者  

② 帯色：帯色に制限はないが、修練期間 3か月以上の者 

③ 各協会および支部に所属していて競技ルールを熟知し、本大会要項を遵守

できる健康な者。国籍は問わない 

 

（２）試合形式 

① ルール：世界テコンドー連盟（WTF）のルールに基づく 

② 試合方法：トーナメント方式とする 

③ 試合時間：試合時間、出場階級区分は以下のとおり 

※会場の都合により試合のラウンド数は、変更する場合があります 

④ 装備：中学生以上は、すべて Daedo 電子防具を使用。ソックス貸出しの際

に全日本協会個人登録証を提示すること  

 

≪幼児・小学生≫ 予選・決勝－1分 30秒 2R（インターバル 30秒） 

 

 

 

※修練期間１年未満の方でも上級に出場したい場合、その旨を書いてください 

※出場者数、身長・体重差等により区分を変更する場合があります 

 

≪中学生≫ 予選・決勝－2分 2R（インターバル 30秒） 

※修練期間１年未満の方でも上級に出場したい場合、その旨を書いてください 

※Daedo電子防具を使用します（ソックスは無料レンタルします。サイズは 21cm～30cm） 

 

≪一般（高校生以上）≫ 予選－2分 2R 決勝－2分 3R（インターバル 30秒）※初級は決勝も 2R 

男子 

初級 

上級 

-54kg級 -58kg級 -63kg級 -68kg級 -74kg級 -80kg級 -87kg級 +87kg級 

54kg以下 54.01以上

58kg以下 

58.01以上

63kg以下 

63.01以上

68kg以下 

68.01以上

74kg以下 

74.01以上

80kg以下 

80.01以上

87kg以下 

87.01kg 

以上 

女子 

初級 

上級 

-46kg級 -49kg級 -53kg級 -57kg級 -62kg級 -67kg級 -73kg級 +73kg級 

46kg以下 46.01以上

49kg以下 

49.01以上

53kg以下 

53.01以上

57kg以下 

57.01以上

62kg以下 

62.01以上

67kg以下 

67.01以上

73kg以下 

73.01kg 

以上 

※当日、計量をおこないます 

※初級・上級ともに Daedo電子防具を使用します（ソックスは無料レンタルします。サイズは 21cm～30cm）

※出場者数により合同階級となる場合があります 

幼児 低学年の部 中学年の部 高学年の部 

初級（修練期間１年未満）  ／ 上級（修練期間 1年以上） 

初級（修練期間１年未満）  ／ 上級（修練期間 1年以上） 



 

≪シニア≫ ※男子のみ 予選・決勝－2分 2R（インターバル 30秒） 

23歳～39歳までの男子。階級は以下のとおり、オリンピック階級に基づく。 

男子 

 

-58kg級 -68kg級 -80kg級 ＋80kg級 

58kg以下 58.01以上 68kg以下 68.01以上 80kg以下 80.01㎏以上 

    ※当日、計量をおこないます 

※過去 3年間で全日本選手権大会に出場している方はエントリーできません 

※Daedo電子防具を使用します（ソックスは無料レンタルします。サイズは 21cm～30cm） 

※出場者数により合同階級となる場合があります 

 

≪マスター≫ 予選・決勝－1分 30秒 2R（インターバル 30秒） 

40歳以上。男女別とし、体重による区分はありません。 

※Daedo電子防具を使用します（ソックスは無料レンタルします。サイズは 21cm～30cm） 

 

2.プムセ部門 団体戦 

（１）参加資格 ※プムセ・キョルギ部門の両方にエントリー可 

① 年齢：幼児以上の修練者。 ※年齢・男女別ではありません 

② 帯色：帯色に制限はないが、修練期間 3か月以上の者 

③ 1チーム 3名以上（男女混合、大人・子供合同も可） 

※エントリーは各道場・団体で 1チームまで 

（２）試合形式 

① 指定プムセと自由選択プムセの 2種目を試演する。詳細は以下のとおり。 

    ■指定プムセ：太極 4章 

    ■自由選択プムセ：太極 5章～太極 8章、高麗、金剛、太白の中から１つ選ぶ 

   ② 審査は 1チームずつおこなう。 

（３）採点基準 

＊正確性（基本の動作や、それぞれのプムセの動きの正確さ） 

   ＊熟練性（動作の大きさ、バランスがとれているか、パワーやスピードがあるか） 

＊表現力（リズムやテンポが合っているか、強弱があるか、気の流れがつながっているか） 

 

3.競技場 

競技場は世界テコンドー連盟（WTF）新規格を使用。 

 

4.表彰 

各部門・種目別に 1位～3位までとし、賞状並びにメダルが授与される。 

 

5.選手の服装 

WTF承認の清潔な白色のテコンドー道着とし、各道場のネーミング等は自由とする。 



6.試合時の選手の装備 

各選手は防具装着エリアにて防具のチェックを受け、自分の出場 2試合前までに防具を

装着し指定の場所にて待機。試合終了後はすみやかに防具を所定の場所へ返却すること。 

※3回呼び出しをした時点で試合準備ができていない選手は棄権とみなし、失格となります 

各自で用意するもの 
ハンドプロテクター、足の甲プロテクター、シンガード 

アームガード、ファウルカップ（※幼児・小学生は任意） 

マウスピース（※幼児・小学生は任意） 

※上記のものは安全のため、足の甲プロテクター以外はすべて必須です。着用のない場合は試合

に出場できないことがありますので、ご注意ください 

主催者側で用意するもの ヘッドギア、ボディプロテクター、Daedo電子防具、

電子防具用ソックス 

 

7.セコンドの服装 

道着以外の服であれば特に規定はないが、セコンドらしい品位のある服装とする。 

 

8.申込方法 

①申込期間：平成 26年 7月 20日（日）まで、必着 

②参加費用：■キョルギ個人戦（幼児・小学生） 7,000円 

■キョルギ個人戦（中学生以上）8,000円 ※電子防具使用 

■プムセ団体戦 9,000円（１チーム） 

     ＊各道場・団体でまとめて下記口座へ銀行振り込みで納入してください。入金

の際は、各道場・団体名でお願いいたします。 

      

 

 

※キョルギ参加費にはスポーツ保険代が含まれます  

           ※参加選手の昼食（弁当）代を含みません 

         ※大会不参加の場合でも参加費は返却できません 

③申込方法：申込書に必要事項を記入し、各道場・団体でまとめて下記住所まで郵送

してください。 

「ヨンソンテコンドー千葉オープン大会」大会実行委員会   

【電話】047－426－0875  

【住所】〒273－0005千葉県船橋市本町 3-3-1 川守ビル 3F ヨンソンテコンドー  

 

  

三菱東京 UFJ銀行 船橋支店  

普通）2048310  キムヨンソン 



9.大会会場  

会場：船橋アリーナ・サブアリーナ会場 

交通：東葉高速鉄道「船橋日大前駅」西口より徒歩 8分 

     新京成電鉄・東葉高速鉄道「北習志野駅」より 

①徒歩 20分  

②新京成バス乗り場③④番より「東警察署前」下車、徒歩 5分 

所在地：〒274-0063 千葉県船橋市習志野台 7-5-1 

電話：047-461-5611 

 

 

 

9．その他の注意事項  

① 大会参加者は、必ず「大会申込書」「大会出場契約書及び保護者承認書」に必要事

項を記入し、提出すること。 

② 昼食は各自持参すること（ゴミは各自お持ち帰りにご協力ください）。 

③ 試合時間が近づいたら、各自入念にウォーミングアップをし、万全の状態で試合

に臨むこと。 

④ 他の選手の試合中は応援を心がけるとともに、他の選手の試合内容を見て、各自

テコンドーの技の参考とするよう努めること。 

⑤ 貴重品は各自保管すること。 

⑥ その他、ご不明な点がありましたら以下にご連絡お願いいたします。 

大会実行委員会連絡先  

【TEL&FAX】047－426－0875（ヨンソンテコンドー船橋本部道場 14:00～22:00） 

【e-mail】yongsung_taekwondo@yahoo.co.jp 

  

mailto:yongsung_taekwondo@yahoo.co.jp


 

2014年ヨンソンテコンドー千葉オープン大会  

参加申し込み 

                    2014年  月  日 

 

所属団体名                      

 

代表・責任者                 印   

 

住 所                        

 

電 話                        

 

 

【コーチ】 

氏 名                 

 

氏 名               

    

【参加選手】 

■キョルギ個人戦（幼児・小学生）    名   

■キョルギ個人戦（中学生以上）     名 

■プムセ団体戦     名 



2014年 ヨンソンテコンドー 千葉オープン大会 

大 会 申 込 書（キョルギ個人戦） 

フリガナ 

選手氏名 

 

■個人登録番号（            ） 

所属団体 

住所 男・女 

電話 
緊急連絡先           自宅・その他（     ） 

※試合当日、緊急時に連絡可能な電話番号をご記入ください 

生年月日（西暦）      年   月   日（    才） 

学年   小学・中学    年生 

電子防具用ソックスサイズ 

サイズ      ｃｍ 

※中学生以上のみ記入 身長        ｃｍ 体重        ｋｇ 

級・段（品）    級・段（品） 試合出場経験回数    回 修練歴    年   か月 

 

過去の成績 

（自己ベスト３） 

１． 

２． 

３． 

階級 

 

幼児、小学生（低学年・中学年・高学年）、 中学生、 マスター 

一般男子（ -54kg・ -58kg・ -63kg・ -68kg・ -74kg・ -80kg・ -87kg・ +87kg ） 

一般女子（ -46kg・ -49kg・ -53kg・ -57kg・ -62kg・ -67kg・ -73kg・ +73kg ） 

シニア （ -58kg・-68kg・ -80kg・ +80kg ）※男子のみ 

クラス 初級 ・ 上級  ※希望するものに○をしてください。 

※幼児とシニア、マスターは初級・上級の区別はありません 

大会出場契約書 及び 保護者承認書 

ヨンソンテコンドー 殿            2014年  月  日 

私は 2014年 8月 30日に開催される「2014年ヨンソンテコンドー千葉オープン大会」に選手として

出場しますが、大会中に起きた事故・怪我などについて一切の責任を自己で負い、また、いかなる

賠償をも大会主催者側に求めないことを契約いたします。この契約をもって保護者承認書とします。 

 

選手氏名         印 保護者氏名             印  

※未成年者は保護者のサインが必要となります。成人は保護者のサインは必要ありません 

※キョルギ出場選手には、当日のみスポーツ傷害保険がかけられます  



2014年 ヨンソンテコンドー 千葉オープン大会 

大 会 申 込 書（プムセ団体戦） 

 

フリガナ 

氏名 

性別 級・

段位 

年齢 氏名 性別 級・

段位 

年齢 

             

 

個人登録番号（        ）   

    

 

個人登録番号（        ） 

   

 

 

個人登録番号（        ） 

    

 

個人登録番号（        ） 

   

 

 

個人登録番号（        ） 

    

 

個人登録番号（        ） 

   

 

所属団体                  

責任者                印  

連絡先                   

大会出場契約書  

ヨンソンテコンドー 殿            2014年  月  日 

 

私は 2014年 8月 30日に開催される「2014年ヨンソンテコンドー千葉オープン大会」に選手として

出場しますが、大会中に起きた事故・怪我などについて一切の責任を自己で負い、また、いかなる

賠償をも大会主催者側に求めないことを契約いたします。この契約をもって保護者承認書とします。 

 

選手氏名           印  保護者氏名          印  

   

選手氏名           印  保護者氏名          印  

   

選手氏名           印  保護者氏名          印  

   

選手氏名           印  保護者氏名          印  

 

選手氏名           印  保護者氏名          印  

 

選手氏名           印  保護者氏名          印  

※未成年者は保護者のサインが必要となります。成人は保護者のサインは必要ありません 


