
2018年 土岐田杯 

ヨンソンテコンドー千葉オープン大会 

2018 TOKITA CUP 

YONG-SUNG TAEKWONDO CHIBA OPEN 

大会募集要項 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催】ヨンソンテコンドー   

【後援】一般社団法人 全日本テコンドー協会 

千葉県テコンドー協会 

駐日韓国大使館 韓国文化院 

在日龍仁大学総同門会 

【日時】平成 30年 8月 11日（土・祝） 

8時半開場、10時試合開始～18時終了予定 

【場所】船橋アリーナ メインアリーナ 



            大 会 要 項             2018.5.11版 

1．試合形式 

キョルギ個人戦、プムセ個人戦（公認プムセ・フリースタイルプムセ） 

※複数種目にエントリー可 

2．参加資格 

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 各都道府県協会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心身と

もに健康な者。国籍は問わない 

  ④ スポーツ安全保険に加入している者 

3.種目 

プムセ 

【出場資格】  

有級者、有段者。各部門の指定プムセ・規定プムセを習得している者  

【出場区分と規定プムセ】  

 ■公認プムセ 有級部門：男女別、指定プムセ 

 

■公認プムセ 有段部門：男女別、規定プムセ 

 

■フリースタイルプムセ部門   

① 男女別 

② 試合時間：60～70秒  

※使用する楽曲を大会 2週間前までにＭＰ3形式で大会実行委員会までメール送信すること 

【送信先】yongsung_taekwondo@yahoo.co.jp 

 ※使用する楽曲の著作権の法的責任は個人で負うものとする 

区分 指定プムセ 

小学生Ａ（1～3年生） 太極1章、太極3章 

小学生Ｂ（4～6年生） 太極3章、太極4章 

中学生部門 太極3章、太極6章 

一般部門（高校生以上） 太極3章、太極6章 

マスター部門（41歳以上） 太極1章、太極3章 

区分 規定プムセ 

U-11部門（11歳以下） 太極5～8章、高麗 

U-14部門（12-14歳） 太極6章～8章、高麗、金剛、太白、平原 

U-17部門（15-17歳） 太極6章～8章高麗、金剛、太白、平原、十進 

U-30部門（18-30歳） 高麗、金剛、太白、平原、十進、地跆、天拳、漢水 

U-40部門（31-40歳） 

U-50部門（41-50歳） 高麗、金剛、太白、平原、十進、地跆、天拳、漢水 

（2種目を自由選択） O-50部門（51歳以上） 



【試合形式】  

① 競技は男女別で実施する 

② 公認プムセは有級者及び有段者別のトーナメント方式による旗判定 

※有級者の指定プムセは前述の通り 

③ 有段部門は、上記規定プムセの中から審査員より指定された予選1種目、準決勝より2種目

を演武する 

④ フリースタイルはＷＴルールに基づく10点満点方式 

⑤ 年齢は2018年1月1日～12月31日までに迎える満年齢とする 

 

キョルギ 

【ルール等】  

① ルール：世界テコンドー連盟（WF）の新ルールに基づく 

② 試合方法：トーナメント方式とする 

③ 装備：次のとおり 

一般防具 幼児のみ ※一般防具とヘッドギアを持参すること 

KPNP電子防具 小学生、中学生、 

一般（高校生以上）、シニア、マスター、パラ 

※KPNP電子ソックスは各自ご用意ください。有料レンタルもあります 

④ 試合時間：試合時間、出場階級区分は以下のとおり 

【試合時間】 

幼児 1分×2R（インターバル 10秒） 

小学生 1分×3R（インターバル 10秒） ※初級はすべて 2R 

中学生 1分 30秒×3R（インターバル 20秒） ※初級はすべて 2R 

一般 1分 30秒×3R（インターバル 20秒） ※初級はすべて 2R 

シニア 1分 30秒×2R（インターバル 20秒） 

マスター 1分×2R（インターバル 10秒） 

パラ 1分 30秒×2R（インターバル 20秒） 

※試合時間、ラウンド数は試合進行状況により変更する場合があります 

【階級区分】 

≪幼児≫ 男女合同 

≪小学生≫ 男女別／初級・上級別／低学年・中学年・高学年 

≪中学生≫ 男女別／初級・上級別 

※小学生・中学生は出場者数により初級・上級合同になる場合があります 

≪一般（高校生以上）≫ 男女別／初級・上級別／体重別（オリンピック階級） 

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 80.01kg 以上 

女子 

 

-49kg級 -57kg級 -67kg級 +67kg級 

49kg 以下 49.01 以上 57kg以下 57.01 以上 67kg以下 67.01kg 以上 

※当日、計量は実施しません。正しい体重をご記入ください 

※出場者数により合同階級となる場合があります 



≪シニア≫ 男女別／31歳～40歳 ※体重による区分はありません 

≪マスター≫ 男女別／41歳以上 ※体重による区分はありません 

≪パラ≫ 男女別 ※体重による区別はありません 

 

4.競技場 

競技場は世界テコンドー連盟（WT）規格を使用。 

 

5.表彰 

各部門・階級別に 1位～3位までとし、賞状並びにメダルが授与される。 

 

6.選手の服装 

WT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。 

 

7.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、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） 

KPNP電子ソックス（※電子防具使用階級のみ） 

※KPNP電子ソックスをお持ちでない場合は 1000円にてレンタル可能です。レンタルご希望の 

場合は、申込書に必ずソックスサイズをご記入ください（ソックスサイズは 21cm～）  

※KPNP電子ソックスはこちらからご購入ください。 https://kpnpjapan.stores.jp/ 

※上記のものは安全のため、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 KPNP電子ヘッドギア、KPNP電子防具ボディプロテクター 

 

8.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。 

 

9.申込方法 

①申込期間 平成 30年 6月 29日（金）まで、必着 

②参加費用 ■キョルギ個人戦 8,000円（電子ソックスレンタル+1,000円） 

■公認プムセ個人戦 7,000円 

■フリースタイルプムセ個人戦 7,000円   

■複数エントリー（2つ以上）12,000円 

例：キョルギ+公認プムセ⇒12,000円 / キョルギ+フリースタイルプムセ⇒12,000円 /  

キョルギ+公認プムセ+フリースタイルプムセ⇒12,000円 /  

公認プムセ+フリースタイルプムセ⇒12,000円 

 



     ※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。 

ご入金の際は、各道場・団体名でお願いいたします。 

      

 

 

      ※参加選手の昼食（弁当）代は含みませんので各自ご用意ください。 

      ※大会不参加の場合でも参加費は返却できません。ご了承ください。 

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。 

 

【送付先】「土岐田杯ヨンソンテコンドー千葉オープン大会」実行委員会  

【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 

【電話】047－426－0875   

 

10.大会会場  

会場：船橋アリーナ・メインアリーナ会場 

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 

 

11．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、申し込み期限までに提出すること。 

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 飲食はロビー及び観客席を利用すること。 

④ 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。 

⑤ 貴重品、履物は各自保管すること。 

⑥ アップは会場内の指定エリアでのみお願いいたします。 

⑦ 主催者側ではスポーツ保険等に加入しておりませんので、参加選手は必ず各自スポーツ

安全保険に加入してください。 

⑧ その他、ご不明な点がありましたら大会実行委員会までご連絡お願いいたします。 

 

大会実行委員会連絡先 

【電話】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  

三菱東京 UFJ銀行 船橋支店  

普通）2048310  キムヨンソン 



2018年土岐田杯ヨンソンテコンドー千葉オープン大会  

参加申し込み 

                    2018年  月  日 

 

所属団体名                              

 

代表・責任者                         印   

 

住 所                                

 

電 話                                

 

e-mail                                

 

    

【参加選手・参加費】 

■キョルギ個人戦     ￥8,000×   名= ￥        

■プムセ個人戦      ￥7,000×   名= ￥        

■フリースタイルプムセ  ￥7,000×   名= ￥        

■複数エントリー     ￥12,000×   名= ￥        

 

合計    名 ￥           

 

※レンタルソックス     ￥1,000×   名= ￥        

 



2018年土岐田杯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） 

 

 所属団体                 
フリガナ  性別 個人登録番号 

選手氏名 

 

 

 
男・女 

 

住所 
〒   - 

電話番号  

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（満   才）※年齢は 2018年 1月 1日～ 

学年：       年生             12月 31日までに迎える満年齢 

身長 ｃｍ 体重 ｋｇ 

級・段（品） 級・段(品) 大会出場回数      回 修練歴    年  か月 

 

過去の 

成績 

(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  

シニア、マスター、パラ 

一般男子（ -58kg・ -68kg・ -80kg・ +80kg ） 

一般女子（ -49kg・ -57kg・ -67kg・ +67kg ） 

電子ソックスレンタル 

要 ・ 不要 

ソックスサイズ     cm 

クラス 初級 ・ 上級    ※幼児、シニア、マスター、パラは初級・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            2018年  月  日 

私は 2018年 8月 11日に開催される「2018年土岐田杯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  

※未成年者のみ、保護者の氏名記入・捺印が必要となります。  



2018年土岐田杯ヨンソンテコンドー 千葉オープン大会 

 大 会 申 込 書（プムセ個人戦） 

 

 所属団体                 
フリガナ  性別 個人登録番号 

選手氏名 

 

 

 
男・女 

 

住所 
〒   - 

電話番号  

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（満   才）※年齢は 2018年 1月 1日～ 

学年：       年生             12月 31日までに迎える満年齢 

身長 ｃｍ 体重 ｋｇ 

級・段（品） 級・段(品) 大会出場回数      回 修練歴    年  か月 

 

過去の 

成績 

(ベスト３) 

１． 

２． 

３． 

出場区分 

 

公認プムセ 

有級 ■小学生Ａ（1～3年生）■小学生Ｂ（4～6年生） ■中学生    

■一般（高校生以上）   ■マスター（41歳以上） 

有段 ■Ｕ-11  ■Ｕ-14   ■Ｕ-17  ■Ｕ-30   

■Ｕ-40  ■Ｕ-50  ■Ｏ-50 

フリースタイルプムセ 

■中学生以下    ■高校生以上 

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            2018年  月  日 

私は 2018年 8月 11日に開催される「2018年土岐田杯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  

※未成年者のみ、保護者の氏名記入・捺印が必要となります。 


