第４回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会
開 催

要 項

１．名

称

第４回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会

２．主

催

一般社団法人 全日本テコンドー協会

３．主

管

愛知県テコンドー協会

４．開催日時

2020 年 3 月 28 日（土）
9:00 開場 10:00 開始予定

５．開催場所

岡崎中央総合公園・総合体育館
〒444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町峠 1 番地
＜交通＞名鉄東岡崎駅よりバス「中央総合公園行き」乗車→「中央総合公園」下車すぐ

６．計

量

2020 年３月 27 日（金）17:00～19:00 【キョルギ部門のみ】
＜計量会場＞岡崎中央総合公園・総合体育館
＜集合時間＞16:45 ※時間厳守 ＜計量時間＞17:00～19:00
※時間内に計量しない者は失格とします。大会当日の計量は行いません。
※計量不合格の者は、計量開始から 2 時間以内（計量終了時間まで）に 1 度だけ再計量
の機会を与える。
※計量後、会場においてトーナメント作成するための抽選を行います。

７．出場資格

一般社団法人 全日本テコンドー協会加盟の各都道県協会に所属し、2019 年度個人登
録を済ませた下記①～④に該当し、且つ、⑤～⑫の何れかに該当する者。
① 一般社団法人 全日本テコンドー協会「2019 年度個人登録」を済ませている者。
② 心身共に健康な者。
③ 【キョルギ部門】青帯（6 級）以上の者/【プムセ部門】（段･品）以上の者
④ 年齢区分【キョルギ部門】
・6-7 歳（６～７歳／2013/01/01～2014/12/31 生まれ）
・8-9 歳（8～9 歳／2011/01/01～2012/12/31 生まれ）
・10-11 歳（10～11 歳／2009/01/01～2010/12/31 生まれ）
・カデット（12～14 歳／2006/01/01～2008/12/31 生まれ）
・ジュニア（15～17 歳／2003/01/01～2005/12/31 生まれ）
年齢区分【プムセ部門】
・カデット（12～14 歳／2006/01/01～2008/12/31 生まれ）
・ジュニア（15～17 歳／2003/01/01～2005/12/31 生まれ）
【キョルギ部門】
⑤ 「第 3 回全国少年少女選抜選手権大会」（2019 年１月 20 日・岐阜かんぽの宿
体育館）における各階級 1 位～３位入賞者
⑥ 「第 12 回全日本ジュニア選手権大会」（2019 年 7 月 29 日・長野県松本市総

合体育館）における各階級 1 位～３位入賞者
⑦ 「第 13 回全日本選手権大会東日本地区大会」（2019 年 10 月 6 日・石川県・

末広体育館）における各階級 1 位～３位入賞者
⑧ 「第 13 回全日本選手権大会西日本地区大会」（2019 年 10 月 6 日・大分県・
ダイハツ）九州アリーナ）における各階級 1 位～３位入賞者
⑨ 県協会推薦選手（カデット、ジュニア区分）
・強化指定選考評価の対象となり得る実力を有すると認めた者
【プムセ部門】
⑩ 「第 3 回全国少年少女選抜選手権大会」（2019 年１月 20 日・岐阜かんぽの宿
体育館）における各階級 1 位～３位入賞者
⑪ 「第 12 回全日本ジュニア選手権大会」（2019 年 7 月 29 日・長野県松本市総
合体育館）における各階級 1 位～３位入賞者
⑫ 「第 12 回全日本プムセ選手権大会」（2019 年 10 月 26 日・山梨市民総合体育
館）における各階級 1 位～３位入賞者
【キョルギ部門】【プムセ部門】
＊本大会は「2020 年度強化指定選手」の選考大会となります
８．実施階級

【キョルギ部門】
〔6-7 歳の部〕
（男女別＊体重区分は男女共通）
フィン級
ライト級
ミドル級
ヘビー級

－19 ㎏級
－23 ㎏級
－27 ㎏級
＋27 ㎏級

～19.00kg
19.01～23.00kg
23.01～27.00kg
27.01kg～

〔8-9 歳の部〕
（男女別＊体重区分は男女共通）
フィン級
ライト級
ミドル級
ヘビー級

－21 ㎏級
－25 ㎏級
－30 ㎏級
＋30 ㎏級

～21.00kg
21.01～25.00kg
25.01～30.00kg
30.01kg～

〔10-11 歳の部〕
（男女別＊体重区分は男女共通）
フィン級
ライト級
ミドル級
ヘビー級

－30 ㎏級
－35 ㎏級
－40 ㎏級
＋40 ㎏級

～30.00kg
30.01～35.00kg
35.01～40.00kg
40.01kg～

〔カデット〕
男子
－33kg 級
－37kg 級
－41kg 級
－45kg 級
－49kg 級
－53kg 級
－57kg 級
－61kg 級
－65kg 級
＋65kg 級

～33.00kg
33.01～37.00kg
37.01～41.00kg
41.01～45.00kg
45.01～49.00kg
49.01～53.00kg
53.01～57.00kg
57.01～61.00kg
61.01～65.00kg
65.01kg～

女子
－29kg 級
－33kg 級
－37kg 級
－41kg 級
－44kg 級
－47kg 級
－51kg 級
－55kg 級
－59kg 級
＋59kg 級

～29.00kg
29.01～33.00kg
33.01～37.00kg
37.01～41.00kg
41.01～44.00kg
44.01～47.00kg
47.01～51.00kg
51.01～55.00 kg
55.01～59.00 kg
59.01kg～

～45.00kg

女子
－42kg 級

～42.00kg

〔ジュニア〕
男子
－45kg 級

－48kg 級
－51kg 級
－55kg 級
－59kg 級
－63kg 級
－68kg 級
－73kg 級
－78kg 級
＋78kg 級

45.01～48.00kg
48.01～51.00kg
51.01～55.00kg
55.01～59.00kg
59.01～63.00kg
63.01～68.00kg
68.01～73.00kg
73.01～78.00kg
78.01kg～

－44kg 級
－46kg 級
－49kg 級
－52kg 級
－55kg 級
－59kg 級
－63kg 級
－68kg 級
＋68kg 級

42.01～44.00kg
44.01～46.00kg
46.01～49.00kg
49.01～52.00kg
52.01～55.00kg
55.01～59.00kg
59.01～63.00 kg
63.01～68.00 kg
68.01kg～

【プムセ部門】
男子個人
女子個人

カデット
ジュニア
カデット
ジュニア

９．試合形式及び時間
【キョルギ】
①WT ルールに基づくトーナメント方式
②試合時間
【6-７歳】【8-9 歳】【10-11 歳】１分×3R（インターバル 30 秒）
【カデット】１分 30 秒×3R（インターバル 30 秒）
【ジュニア】２分×3R（インターバル 60 秒）
③有効ポイント
・５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)攻撃
・４点：モントン（ターンとび蹴り、後ろ蹴りなど）攻撃
・３点：オルグル攻撃
・２点：モントン攻撃
・1 点：ジュモク（拳技）攻撃
③３R 終了時点で同点の場合は 1 分間休憩の後に第４R として 1 分１R のゴールデンラ
ウンドを行い 2 点先取したものが勝者となる。
④2R 終了時もしくは３R 中に得点差が 20 点差の場合、勝者が宣告される。
（PTG）
⑤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）
⑥競技者が、３R を通して 10 回の「カムチョン(減点)」を与えられた場合は、反則行為
にて勝利を宣告する。
（SUP）
⑦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
れない場合およびコーチの暴言等での競技の妨害等）
※セコンド（コーチ）は、(一社)全日本テコンドー協会 2019 年度個人登録（指導者）
を済ませた本大会のコーチ登録（申込み）者が入る事（しくみネットより登録下さい）
。
服装：Y シャツ（派手な色を除く。例：白や淡いブルーなど）に、パンツ黒や紺などと
する。ネクタイ不要、ジャケットは任意とする。
【プムセ部門】
① WT ルールに基づく採点(正確性４点･プレゼンテーション６点)
② 抽選による 2 種目を演武する（試技順及び試技種目の抽選はキョルギ抽選と
同時に行います）
カデット【規定】 太極４章～太極８章 高麗・金剛

ジュニア【規定】 太極４章～太極８章 高麗・金剛・太白
10．試合装備

①WT(http://www.worldtaekwondofederation.net/about-wtf/recognized/)
公認テコンドー道衣着用（全日本テコンドー協会道着規定に準じ、承認を受けた
団体表記・ロゴをプリントの事）。
②Daedo 製電子防具・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。
④WT 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、
マウスピースを各自準備（マウスピースは、白または透明の物）する事。
＊男子の道着(上)の下はＴシャツ等の着用は禁止､女子は白色のみ着用可
＊試合装備・道着の不備などあった場合、 出場不可となります。
⑤電子防具は会場内の所定の場所にて速やかに装着し、試合終了後、速やかに返却の事。
⑥電子ソックスは個人で準備して下さい。
電子ソックスの販売は、Daedo JAPAN 社ホームページ
（https://daedojapan.stores.jp/）より各自お申し込みください。
※今大会は Daedo 電子防具システム Generation2 を使用しての競技実施となります。
※電子防具システムに不具合が発生した場合、審判判定システムで試合を実施する措置
を取る事があります。

【キョルギ種目】【プムセ種目】共通事項
11．表

彰

各階級の 1 位から３位の入賞者に賞状及びメダルを授与する。

12．ドーピング・コントロール
本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会で
ある。
13．申込方法

会員データサービス（ https://m5.members-support.jp/ajta/ ）
「イベント情報」⇒「イベント申込」より、出場階級にエントリーしてください。
エントリー費納入をもってエントリー完了となることをご注意ください。
（締切日≠エントリー入力日）
（締切日＝エントリー費納入日）
※コーチ（セコンド）もデータサービスよりエントリーしてください（必須）
※所属名の表記（必須） ①所属県協会 ②所属道場もしくは学校クラブなど
県協会、所属道場（学校クラブ）を必ず記載して下さい。
※選手は指導者と相談の上、申込時に記載してください。
※しくみネットのエントリーの際に入力した所属を公式の表記としますのでお間違いの
無いよう確認し入力して下さい。（表記例）【東京都／東京都道場】など。

14．参 加 費

正加盟団体 選手一人 10,000 円（傷害保険料含む）
準加盟団体 選手一人 11,000 円（傷害保険料含む）
直轄会員

15．申込期日

選手一人 20,000 円（傷害保険料含む）

2020 年 3 月 2 日（月）必着厳守
※期日に間に合わない場合受付いたしません。

※コーチも同様ですので、お気を付けください。
16．本要項に関する問い合せ先
一般社団法人全日本テコンドー協会 事務局
TEL03-6812-9023
Email japan2005tkd@ajta.or.jp

