
第 3回 「T.B.S.P」
キックボクシングスパーリング交流会の開催のお知らせ

●日時
　2021 年 3月 21日 ( 日 )
　11:00 開場　11:30 ～ 15:30 スパーリング開催
　※この開催時間内の好きな時間に来て、好きな時間に自由に帰っていただいて結構です。

●場所
　アクティブスクウェア大東
　　(T.B.NATION CUP ! 開催場所と同じです )  
　〒574-0072  大阪府大東市深野 3丁目 28-3
 　TEL: 0570-001-962  
　アクティブスクウェア大東ホームページ 
　https://as-daito.com

●参加条件
　・ジュニア (6 歳 ~参加可能 ) 
　・一般 ( 年齢制限なし )  
　◇心身共に健康であり、頭部や体部に病気や怪我で異常や後遺症等の無い方。
　◇アマチュア、プロ、試合未経験、すべて方の参加可能。
　◇必ず所属先の許可を得ている事。
　※フリーの方の参加も可

●必要用具
　グローブ、膝パッド、スネパッド、マウスピース、ファールカップ、ヘッドギア ( グローブ面 )

●参加費
　ジュニア :2000 円
　　 ( 兄弟は 2人目から 1000 円 ) 
　一般 :2000 円
　※参加費は当日に会場にてお支払いください。
　『ご参加頂く皆様へ』
　　会場の体育館内に入られましたら設置された受付机で
　　①茶封筒に「所属名」「名前」「学年（年齢）」「参加費用の合計金額」をご記入の上、封筒に
　　　参加費用をご納入ください（封筒は念のためこちらでもご用意しておきます）
　　② その封筒を机の上に置いてある箱（募金箱のような箱）に投函ください
　　③駐車料金 1台につき ¥500 も投函ください
　　④体育館内は床が冷たいため必要なら室内靴をお履きください

●駐車場
　施設のグラウンド全面を駐車場用に借りています。  
　駐車料金は 1台につき ¥500 となります
　　（駐車料金はグラウンド整地の協力金としていただきます）

●内容
　・2分もしくは 3分を 1ラウンドとする。
　・インターバルは 20秒もしくは 30秒とする。
　このタイム設定でエンドレスでスパーリングを回して行きます。
　各々の選手で自由にスパーリングの参加、休けいをしてください。  
　( この内容での構成を予定していますが内容は変更となる場合もあります )

●グローブについて
　・ジュニア
　　20kg ～ 40kg 8 オンス
　　45kg ～ 55kg 12 オンス
　　56kg ～　　　14オンス
　・一般
　　階級に関わらず 14オンスを使用
　・一般女子
　　階級に関わらず 12オンスを使用

　※指定のオンス数よりも大きいサイズを使うのは構いません

●環境
　スパーリング用コートは体育館の床に、
　5m×5m( ジョイントマット 2cm×25枚 ) を 1面として「3面コート」で行います。

　※まずはどのくらいの参加人数になるか分かりませんので 3面コートでの予定ですが、
　　今後は参加費用の一部を積み立てして行き、ゆくゆくは「6面コート」で 120～ 150 名ほどで
　　行う予定です。

●趣旨
　普段は交流のないようなジム様、道場様同士でスパーリングという試合と同じような経験を
　たくさんする事が出来ます。

　コート毎に実力差、学年差をしっかり考慮して組み合わせをしますので、試合経験の少ない
　お子さん、試合には出た事が無く「怖い」と思っているお子さんたちのステップアップの為、
　そういったお子さん達が参加しやすい交流会にしたいと考えています。

　最近のキックボクシングの試合エントリー費は 4000 円から 7000 円となっていますが、この
　スパーリング交流会では 2000 円の参加費で何十試合分ものスパーリング数の経験をする事が
　出来ます。

　それともうひとつ、当ジムでは『T.B.NATION CUP !』というアマチュアキックボクシング大会を
　年 6回開催しており各団体様、個人様よりたくさんの方の大会へのご出場をいただいています。
　T.B.NATION CUP ! 出場申し込みにおいてはクラス分けをしています。
　A.B.C.D の 4種類のクラスで対戦を組んでいますが、このクラス分けは申し込み用紙へ の自己
　申告記入となっており、自己申告のみを考慮して組むために、まれに大変な力量差の試合組み　

　合わせになる場合もあります。　

　今回のような交流会でのスパーリング内容を見て、今後 T.B.NATION CUP ! に出場された際に対戦
　の組み合わせに力量差のないようにする為の判断材料とさせて頂きたいとも考えています。

●参加お申し込み
　お申し込みはアンディ南野へご連絡ください。
　「参加団体名」「参加人数」を
　コメント、お電話、LINE、メール等にてお申し込みください

　メールでのお申し込みは下記のアドレスへ
　　t_bnation@yahoo.co.jp

　LINE でのお申し込みは下記のライン I.D. をご登録ください   
　　LINE ID: andy0369

　大阪キック T.B.NATION
　　TEL: 072-813-5260

　　『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。
　　またスパーリング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。）　

■参考： 過去参加団体一覧
　（敬称略、順不同）
　☆真門 team Sol
　☆OSC
　☆大阪キック T.B.NATION
　☆空手道千空館
　☆SFK
　☆MONSTER JAPAN
　☆若獅子会館松原支部
　☆藤野塾
　☆フリー
　☆NKジム

　☆烈士会館
　☆多田ジム
　☆BLACK☆Jr
　☆月心会チーム侍
　☆日進会館
　☆CRISS-CROSS
　☆魁塾 中川道場
　☆ロイヤルキングス
　☆888GYM
　☆大阪政拳会
　☆拳心會館
　☆総合格闘技道場華王州
　☆TEAM SMOKER
　☆KENSEIKAI 守口ジム
　☆総合格闘技 YJ
　☆セカンド
　☆NJKF 理心塾
　☆真門伊藤道場
　☆TEAM Bond's
　☆FFC
　☆隆拳塾
　☆Kick-style
　☆国友道場
　☆総合格闘技スタジオ style
　☆一円会館
　☆FFT
　☆トリニティサンズ
　☆Menace Fight Club
　☆祥空館
　☆京賀塾
　☆GROUND CORE
　☆総合格闘技コブラ会
　☆寝屋川ジム
　☆正道会館総本部
　☆無名塾
　☆奥井道場
　☆T•Y･T ムエタイジム
　☆888GYM

●主催：
　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
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　申告記入となっており、自己申告のみを考慮して組むために、まれに大変な力量差の試合組み　

　合わせになる場合もあります。　

　今回のような交流会でのスパーリング内容を見て、今後 T.B.NATION CUP ! に出場された際に対戦
　の組み合わせに力量差のないようにする為の判断材料とさせて頂きたいとも考えています。

●参加お申し込み
　お申し込みはアンディ南野へご連絡ください。
　「参加団体名」「参加人数」を
　コメント、お電話、LINE、メール等にてお申し込みください

　メールでのお申し込みは下記のアドレスへ
　　t_bnation@yahoo.co.jp

　LINE でのお申し込みは下記のライン I.D. をご登録ください   
　　LINE ID: andy0369

　大阪キック T.B.NATION
　　TEL: 072-813-5260

　　『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。
　　またスパーリング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。）　

■参考： 過去参加団体一覧
　（敬称略、順不同）
　☆真門 team Sol
　☆OSC
　☆大阪キック T.B.NATION
　☆空手道千空館
　☆SFK
　☆MONSTER JAPAN
　☆若獅子会館松原支部
　☆藤野塾
　☆フリー
　☆NKジム

　☆烈士会館
　☆多田ジム
　☆BLACK☆Jr
　☆月心会チーム侍
　☆日進会館
　☆CRISS-CROSS
　☆魁塾 中川道場
　☆ロイヤルキングス
　☆888GYM
　☆大阪政拳会
　☆拳心會館
　☆総合格闘技道場華王州
　☆TEAM SMOKER
　☆KENSEIKAI 守口ジム
　☆総合格闘技 YJ
　☆セカンド
　☆NJKF 理心塾
　☆真門伊藤道場
　☆TEAM Bond's
　☆FFC
　☆隆拳塾
　☆Kick-style
　☆国友道場
　☆総合格闘技スタジオ style
　☆一円会館
　☆FFT
　☆トリニティサンズ
　☆Menace Fight Club
　☆祥空館
　☆京賀塾
　☆GROUND CORE
　☆総合格闘技コブラ会
　☆寝屋川ジム
　☆正道会館総本部
　☆無名塾
　☆奥井道場
　☆T•Y･T ムエタイジム
　☆888GYM

●主催：
　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

以上



第 3回 「T.B.S.P」
キックボクシングスパーリング交流会の開催のお知らせ

●日時
　2021 年 3月 21日 ( 日 )
　11:00 開場　11:30 ～ 15:30 スパーリング開催
　※この開催時間内の好きな時間に来て、好きな時間に自由に帰っていただいて結構です。
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　スパーリング交流会では 2000 円の参加費で何十試合分ものスパーリング数の経験をする事が
　出来ます。

　それともうひとつ、当ジムでは『T.B.NATION CUP !』というアマチュアキックボクシング大会を
　年 6回開催しており各団体様、個人様よりたくさんの方の大会へのご出場をいただいています。
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　メールでのお申し込みは下記のアドレスへ
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　LINE でのお申し込みは下記のライン I.D. をご登録ください   
　　LINE ID: andy0369

　大阪キック T.B.NATION
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　　『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。
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　　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。）　
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