
駐神戸大韓民国総領事杯

第１３回青龍会オープンテコンドー選手権大会

ワールドマスターズゲームズ2021関西リハーサル大会

開 催 要 項

1. 主 催 ワールドマスターズ大会 テコンドー関西実行委員会

2. 共 催 駐神戸大韓民国総領事館

3. 主 管 兵庫県テコンドー協会

4．後 援 （一社）全日本テコンドー協会

（予定） 兵庫県・兵庫県教育委員会 姫路市 韓国民団兵庫県本部 神戸韓国教育院

５．開催日時 平成31年 6月 30日（日）9：00開場／10：00開始予定

６．開催場所 ウインク武道館（兵庫県立武道館） 第一道場

〒670-0971

兵庫県姫路市西延末504番地 TEL079-292-8210

交通＞JR「姫路」駅下車 車で約10分・山陽電車「手柄」駅下車 徒歩約８分

７．出場資格 （一社）全日本テコンドー協会の個人登録をしている者

8．大会種目 【キョルギ（組手）】

個人戦

1男女別

2レベル別

・初級の部 （白～青帯）

・上級の部 （赤帯以上）

3クラス別

〔幼年〕・〔小学生（学年別）〕・〔中学生〕・[高校生〕・[大学生]

〔社会人〕・〔マスターズ（※30歳以上の方）〕

※団体責任者が推薦した場合、初級対象者も上級の部に出場することが可能です。

4体重別

〔幼年の部〕

男子 女子

－18㎏級 ～18.00kg －18㎏級 ～18.00kg

＋18㎏級 18.01 kg～ ＋18㎏級 18.01 kg～

〔小学生の部〕（学年別・体重別）

男子 女子

参加状況により区分 参加状況により区分



〔中学生〕

男子 女子

参加状況により区分 参加状況により区分

〔高校生】

男子 女子

－45kg 級 ～45.00kg －42kg 級 ～42.00kg

－48kg 級 45.01～48.00kg －44kg 級 42.01～44.00kg

－51kg 級 48.01～51.00kg －46kg 級 44.01～46.00kg

－55kg 級 51.01～55.00kg －49kg 級 46.01～49.00kg

－59kg 級 55.01～59.00kg －52kg 級 49.01～52.00kg

－63kg 級 59.01～63.00kg －55kg 級 52.01～55.00kg

－68kg 級 63.01～68.00kg －59kg 級 55.01～59.00kg

＋68kg 級 68.01kg～ ＋59kg 級 59.01kg～

【大学生〕〔社会人〕〔マスターズ〕

男子 女子

－54kg 級 ～54.00kg －46kg 級 ～46.00kg

－58kg 級 54.01～58.00kg －49kg 級 46.01～49.00kg

－63kg 級 58.01～63.00kg －53kg 級 49.01～53.00kg

－68kg 級 63.01～68.00kg －57kg 級 53.01～57.00kg

－74kg 級 68.01～74.00kg －62kg 級 57.01～62.00kg

－80kg 級 74.01～80.00kg －67kg 級 62.01～67.00kg

－87kg 級 80.01～87.00kg －73kg 級 67.01～73.00kg

＋87kg 級 87.01kg～ ＋73kg 級 73.01kg～

①～④全てにおいてエントリー人数等により合同級になることがあります。

＊計量は時間の都合上行いませんので、正確な体重の記入をお願いいたします。

団体戦（国別対抗）＊大学生以上 男女別

男子 5名 1チーム （-54㎏・-58㎏・-63㎏・-68㎏・-74㎏）

女子 3名 1チーム （-46㎏・-49㎏・-53㎏）

【プムセ（品勢）】

1男女別

2年齢別 【小学生】【U-17歳】【O-17歳】【マスターズ（※30歳以上の方）】

3有級・有段別

＊エントリー人数等により合同級になることがあります。

9．試合形式 【キョルギ】

①WTルールに基づく今大会ルール

②試合時間

個人戦

【幼 年】１分×２R（インターバル20秒）

【小学生】１分×２R（インターバル20秒）

【中学生】１分30秒×２R（インターバル30秒）

【高校生・大学生・社会人】2分×2R（インターバル 40秒）

【マスターズ】１分30秒×２R（インターバル30秒）

＊準決勝・決勝戦のみ3ラウンドを行う（小学生以上）

団体戦 全3ラウンド制 総合計得点により順位を決定

1R：各階級1R 1分×5R 1R終了後インターバル 1分

2R：3分×1R（交代回数制限なし）2R終了後インターバル1分

3R： 〃



③試合進行を妨げる行為は失格とする。

（呼び出し後もコートに現れない場合、品位に欠ける行動をとった場合等）

【プムセ】

①有級者は、トーナメント方式による旗判定

②有段者は、WTルールに基づく10点満点の減点方式

指定のプムセは下記の通り

部門 規定プムセ

有級 それぞれ選手希望のプムセ

有段

小 学 生：予選 太極 4章 ・ 決勝：太極８章

U-17歳：予選 太極 6章 ・ 決勝：高麗

O-17歳：予選 太極 8章 ・ 決勝：金剛

マスターズ：予選：太極 8章 ・ 決勝：金剛

10．試合装備 ①WTテコンドー道衣着用

②Daedo 電子防具・電子ヘッドギアを使用

＊幼年の部、小学生初級は普通防具を使用

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

幼年、小学生初級の普通防具類は各自準備

WT公認の腕、脛プロテクター及びファールカップ（男女）、ハンドグローブ、マウスピ

ース（白または透明）電子ソックスを各自準備

（電子ソックスは https://kpnpjapan.stores.jp/より直接購入）

＊電子防具システムに不具合が生じた場合、審判判定システムで試合を実施する場合が

あります。

11.申込方法 別紙申込用紙①・②（個人申込書・エントリーシート）に必要事項を記入し期日までに送付

と共に人数分の参加費を納入してください。

なお、エントリーシートは必ずエクセルデータで兵庫県協会事務局へ返信してください。

12．参 加 費 5,000円（＊傷害保険料含む）

＊プムセとキョルギどちらも参加の場合は8,000円

下記口座への銀行振込で納入すること。

みずほ銀行 神戸支店 普通 211325１

兵庫県テコンド協会 代表 金珍秀（キン チンシュウ）

＊団体毎に一括で納入願います。

＊選手側の理由で出場不可能となっても参加費は返却いたしません。

13．申込期日 2019年 5月 25日（土）必着厳守

14．送付先 〒652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通３-４-32 ３階

兵庫県テコンドー協会事務局

TEL 078-652-6551 FAX 078-652-6560

Ｅ-mail：info@taekwondo-hyogo.jp

mailto:info@taekwondo-hyogo.jp


【国別対抗戦について】

今大会は、ワールドマスターズゲームズ 2021関西の準備大会として海外から選手を

募集し、個人戦のほか国別対抗団体戦（大学生以上）も予定しています。

選手の参加状況にもよりますが国内参加選手の中から日本代表として対戦をお願いする

事がありますので、その際はご協力よろしくお願い致します。

【審判についてのお願い】

公平で円滑な判定を行うため、審判の御協力をお願い致します。

国内C級ライセンス以上の保持者でご協力いただける方は別紙エントリーシートの

審判欄にご記入をお願い致します。

試合当日は、午前９時 30分より審判ミーティング（服装：黒・紺のズボンに白シャツ）


