関係者各位

『T.B.NATION CUP ！』開催のご案内
●主催

大阪キック T.B.NATION

●大会名

第 25 回 T.B.NATION CUP ！
アマチュアキックボクシング大会

●日時

2022 年 12 月 18 日（日）
･計量 ( ジュニア、一般 ) 9:00 〜 9:45 ･開会式 9:45 〜
･計量 ( ジュニア、一般 ) 各自試合時間の 90 分前までに計量して下さい。

●会場

「アクティブ・スクエア・大東」
〒574-0072 大阪府大東市深野 3-28-3（深野北小学校跡地） TEL. 072-870-7932

●駐車場案内

「アクティブ・スクエア・大東」施設内グラウンド場

1 台 1,000 円

●参加対象

ジュニア
幼年〜中 3 の 健康優良な男女
一般
16 歳〜 55 歳未満の 健康優良な男女
注）過去に頭部（脳、顔面、目など）の手術経験、心臓や肝臓などの内臓、循環
器等の疾患のある選手は、医師の診断書が必要となる場合があります。
感染症のないこと

●募集階級

ジュニア
20kg 以下、25kg 以下、30kg 以下、35kg 以下、40kg 以下、
45kg 以下、50kg 以下、55kg 以下、56kg 以上
20kg 以下〜 30kg 以下は、グローブ面、8 オンスグローブ
35kg 以下〜 45kg 以下は、グローブ面、12 オンスグローブ
50kg 以下〜 56kg 以上は、ヘッドギア、14 オンスグローブ
一般男女 55kg 以下、60kg 以下、65kg 以下、70kg 以下、75kg 以下、76kg 以上
すべての階級において一般男子は 14 オンスグローブを使用
女子は 12 オンスグローブを使用
ヘッドギア着用 A クラスのみお互いの合意によりヘッドギアなし
注）上記体重以外でも、体重を考慮して試合を組むことがあります。
プロは３勝以下。

●ルール

首相撲の展開について
一方的な首相撲の攻防が続いた場合、レフェリー、主催者等の判断により首
相撲に対応できていないとみなされた選手に対して一度目は「警告」、二度
目は「ダウン」とみなします。
ジュニアＣ、Ｄクラスと一般Ｃ、Ｄクラスは首を掴んでワンアクションのみ、
ジュニアＡ、Ｂクラスと一般Ａ、Ｂクラスはレフェリーが「ブレイク」のコー
ルをかけるまで続行するものとします。
注）ルールについては、主催者等の判断により変更する場合があります。
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●試合形式

ワンマッチ
ジュニア D クラス 1 分 ×2 ラウンド
C クラス 1 分 ×2 ラウンド
B クラス 1 分半 ×2 ラウンド
A クラス 1 分半 ×2 ラウンド
インターバル 30 秒
延長なし

●クラス分け

A クラス -７勝以上
B クラス -４勝〜６勝
C クラス -３勝以内
D クラス - 未勝利、初出場
過去に出場した大会等の勝敗数もクラス分けの大きな基準となりますので
各団体で出場選手のレベルに応じた適正なエントリーを宜しくお願い致します。
＊申し込み内容によっては、こちらの判断によるクラス変更をお願いする
ことがあります。

●服装

キックトランクス、T シャツまたはタンクトップ、空手道着可
＊ラッシュガードが最適

●防具

グローブは、各自用意のものを使用
ヘッドギアは、個人の物も使用可
ノーズガードの付いた物は使用不可

●持参品

膝パッド必須、マウスピース必須、バンテージ自由、
ファールカップ ( 一般男性は鉄製、一般女子も女子専用を着用 )
レッグガード（ジュニアは布製のみ、一般は布製、革製どちらも可）
ヘッドギアの場合はマウスピース必須 グローブ面はマウスピースは自由
注）防具不備は減点とします。各自必ずご用意下さい。

●入賞

勝利者賞には勝利者メダルの進呈
ＭＶＰ賞、敢闘賞、ベストバウト賞にはそれぞれ特大サイズの 4 本柱
トロフィー、特製表彰盾をご用意してあります。

●参加費

ジュニア（幼年〜中 3） 5,000 円
一般 6,000 円
※前回から消費税改変に伴い金額をアップしております。何とぞご了承
ください。
※一旦納入された参加費は、主催者側の都合で試合を組めなかった場合以外、
お返しできませんのでご了承ください。

●申し込み方法

申し込み書および参加費を現金書留で下記への送付をお願い致します。
〒574-0077

●計量

一般 D クラス 1 分 ×2 ラウンド
C クラス 1 分 ×2 ラウンド
B クラス 1 分半 ×2 ラウンド
A クラス 2 分 ×2 ラウンド
インターバル 30 秒
延長なし

大阪府大東市三箇５丁目６−５０
T.B.NATION CUP ! 大会事務局 宛
TEL . 072−813−5260

（計量時の服装は自由）
当日、会場計量所にて各自試合時間の 90 分前までに計量して下さい。
計量時、着衣重量分として 500 グラムを計量数値からマイナスします。
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●試合会場内においてのご注意
三脚の自撮り棒使用禁止、レジャーシート等の敷物の使用禁止
●申し込み開始
2022 年 10 月 20 日（水）〜
●申し込み締め切り
2022 年 11 月 21 日（月）必着
●申し込み書
別紙にて
※T.B.NATION ホームページ上のエクセルエントリーシートでも可。エントリー
シートをダウンロードし、必要事項をご記入の上、以下のアドレスまでお送りください。
toganotuusin@yahoo.co.jp

( エントリー受付専用アドレスです )

●申し込み締め切り補足
参加費：2022 年 11 月 21 日（月）必着
※エントリーシートを送られた方はこの日までに参加費を現金書留にて必着で
お送りください。エントリーシート送付だけでは受付完了となりませんことを
ご了承ください。
●お問い合わせ先：
キックボクシングジム 大阪キック T.B.NATION
〒574-0077 大阪府大東市三箇 5-6-50
TEL . 072−813−5260 T.B.NATION CUP ! 大会事務局まで
●協力団体

多田キックボクシングジム

★本大会は、誠に勝手ながらエントリー人数を 150 人とさせて頂く事となりました。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
『コロナ対策に関してのお願い』
○会場内では 30 分に 1 回、3 分〜 5 分間の窓や扉の解放換気を行います。
○お越しになる方の検温の徹底をお願い致します。
入口ドア付近に設置してある自動検温機にて検温してください。
37.5°以上ある方はお帰り願います。
○体育館に入室の際（所用で体育館外へ出たらその都度）、設置してある自動アルコール消毒
機による手指の消毒の徹底をお願いします。
○マスクの着用を必ずお願いします。
また参加者だけでなく会場へお越しの皆さま方 (2 歳未満のお子様を除く ) もマスク着用を
お願いします。
（マスクの持参がない場合は体育館内には入室できません。忘れた場合には取りに帰って
いただきます。）
以上
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