越後春一番乃陣 令和弐年
主催:ピロクテテス新潟
日本修斗協会公認大会
【大会名】越後春一番乃陣 令和弐年
【日 時】２０２０年３月１日（日）
10:00 キッズ集合
10:30 キッズ＆ジュニア修斗試合開始予定
12:00 選手集合 計量・用具・道着チェック
12:30 ルール・ミーティング
13:00 試合開始予定
【会 場】亀田総合体育館 武道場（〒950-0144 新潟市江南区茅野山 3-1-13）
【大会内容】※重複出場は可能です
１）アマチュア修斗ワンマッチ公式戦
２）ビギナー修斗
３）グラップリングビギナーワンマッチ
４）ブラジリアン柔術ビギナーワンマッチ
５）キッズ＆ジュニア修斗公式戦
【参加費】
１）アマチュア修斗公式戦、グラップリング 男子選手：4,000 円（修斗オフィシャルクラブ所属選手）
それ以外の選手：5,000 円、女子選手：一律 3,000 円
２）ビギナー修斗
一般：4,000 円
３）ブラジリアン柔術
一般：4,000 円
※全カテゴリー、ＪＢＪＪＦのＩＤカードがなくても参加可能です。
※尚、出場選手は必ずスポーツ保険に加入してください。
※重複出場は可能です
５）キッズ＆ジュニア修斗公式戦 3,000 円
◆複数カテゴリーに出場
１）ビギナー修斗とグラップリングまたは柔術の２カテゴリーに出場
男子：4,000 円、 ／ 女子選手：3,000 円
２）アマ修斗とグラップリングまたは柔術の２カテゴリーに出場
男子：アマ修斗公式戦の参加費、 ／ 女子選手：3,000 円
３）ビギナー修斗とグラップリングと柔術の３カテゴリーに出場
男子選手：4,000 円 ／ 女子選手：3,000 円
４）アマ修斗とグラップリングと柔術の３カテゴリーに出場
男子：アマ修斗公式戦の参加費 ／ 女子選手：3,000 円
５）グラップリングと柔術の２カテゴリーに出場
男子：4,000 円 ／ 女子選手：3,000 円
６）キッズ修斗またはジュニア修斗とグラップリングや柔術の２・３カテゴリーに出場：3,000 円
【応募方法】
・アマ修斗、ビギナー修斗、グラップリング参加申し込み書（ＰＤＦ版）
・キッズ＆ジュニア修斗参加申し込み書（ＰＤＦ版）
・ブラジリアン柔術申込書（ＰＤＦ版）
・医事チェック表（ＰＤＦ版） ※アマ修斗、ビギナー修斗、キッズ・ジュニア修斗出場者のみ
出場希望者は参加申込書に必要事項（ふりがなを含む）をすべて記入し、押印、写真貼付し、参加費を同封の上、
現金書留にて下記住所までお申込み下さい。

ピロクテテス新潟 〒950-0166 新潟県 新潟市 江南区 旭 2-1-4

【締め切り】 ２０２０年２月１８日（火）必着
【お問い合わせ】ピロクテテス新潟 ０２５－３８２－８４１１ 又は メール philoktetes.n@gmail.com まで
【出場資格】
１８歳以上の感染症のない健康優良な男性および女性で、スポーツ保険に加入している選手。
※１．男女問わず。また２０歳未満の方は保護者のサインが必要です。
※２．参加者にはスポーツ保険の加入を義務づけます。各個人の加入に関してはあくまでも参加者本人の責務としま
す。
大会中の負傷に対しては大会ドクターが応急処置を行いますが、その後の治療に関しては各個人のスポーツ保
険にて対応いただくものとします。
※３．以下のような症状および経験がある方の試合出場は受け付けません。
また直前のドクター・チェックで異常が認められた方は、出場できません。予めご了承下さい。
１）過去３ヶ月以内に試合または練習でＫＯや強いダウンをしている方
２）脳出血
３）ＨＩＶ、Ｂ型およびＣ型肝炎
４）網膜剥離
５）試合出場に充分な視力がない
６）医師に激しい運動を止められているような既往症がある
※４．女子選手に関しては過去３ヶ月以内に下記のような症状があった場合、出場は認められません。
７）妊娠
８）骨盤部の痛み不快感
９）子宮内膜症
１０）異常膣出血
１１）最近の無月経
１２）最近の乳房出血および機能不全
※アマチュア修斗公式戦出場にあたっては、協会への選手登録を行う必要があります。
【アマチュア選手登録について】
１）アマチュア選手登録をされていない方は選手登録をお願い致します、今回の出場と同時に選手登録手続きされる
方は、当日会場にて受け付けます。 （登録期間：１月１日から１２月３１日まで）
登録費新規登録、更新共に 2,000 円（新規登録料を廃止）と写真１枚をご持参下さい。郵送による事前の登録も
可能です。 ※選手登録が済んでいない選手のみ。
２）女子選手は、初期登録費 1,000 円のみで選手登録可能です。更新の場合の年間登録料は必要ありません。
３）入れ墨を入れている選手は、ＨＩＶ、Ｂ型およびＣ型肝炎の血液検査報告書提出を提出いただきます。過去に
血液検査を提出している方も、更新には再検査の必要があります。いずれかに陽性反応があった場合、出場はご
辞退いただきます。
【注意事項】
１）怪我等で欠場となる場合は主催者まで速やかに連絡してください。また試合前日までに医師の診断書を提出して
頂きます。診断書の未提出や連絡なしの欠場は、以後のアマおよびプロ修斗への出場が制限されます。
２）本体会に関するあらゆる著作権、肖像権、及びそれらに付帯する権利は全て主催者に帰属することになります。
３）出場申込後に選手側の都合（怪我、急用、必要書類の不足等）によりキャンセルされる、もしくは欠場となった
場合は、参加費を返却することは出来ません。※試合不成立の場合は返金致します。
■アマチュア修斗公式戦
【競技方法】
１、柔道場を使用、日本修斗協会制定のアマチュア修斗公式ルールに則った男女別、階級別のワンマッチを実施。
試合時間は３分２Ｒ、インターバルは１分。２０１２年１月より執行されたルールにて行います。
２、すねあて、ひざあて、マウスピース、ファウルカップ、グローブに巻く白いビニールテープは各自でご用意
下さい。修斗グローブと修斗ヘッドガードは主催者側が用意します。なお、不潔および不快な匂いのする用具
は認めません。手足の爪も短く切っておいて下さい。
（なお、アマチュア公式戦において、シンガード、ニーパッド、ショーツは協会認定品以外の着用は禁止）

【募集階級／１２階級】
アトム級（47.6 ㎏以下）
、 ストロー級（52.2 ㎏以下）
、 フライ級（56.7 ㎏以下）
バンタム級（61.2 ㎏以下）
、 フェザー級（65.8 ㎏以下）
、 ライト級（70.3 ㎏以下）
ウェルター級（77.1 ㎏以下）
、 ミドル級（83.9 ㎏以下）
、 ライトヘビー級（93.0 ㎏以下）
■ビギナー修斗
※アマチュア修斗ビギナールール http://j-shooto.com/beginner_rules に則った、男女別／階級別のビギナー修斗
ワンマッチ、試合時間は、２分２Ｒで１分のインターバル。
（ビギナー修斗出場規約）
・アマ修未勝利者（０勝）
・ビギナー修斗３勝以下
※選手登録は必要ありませんが入れ墨を入れている選手は血液検査結果報告書を提出頂く必要があります。
■グラップリングビギナーワンマッチ
【競技方法】２ラウンド制（３分２Ｒ）
［越後荒波グラップリングルール］
【募集階級】55.5 ㎏以下、 61.5 ㎏以下、 67.5 ㎏以下、 73.5 ㎏以下、 79.5 ㎏以下、 85.5 ㎏以下、
91.5 ㎏以下、 97.5 ㎏以下、 オープンクラス
■ブラジリアン柔術ビギナーワンマッチ
【競技方法】２ラウンド制（３分２Ｒ）
［越後荒波柔術ルール］
【募集階級】ＩＢＪＪＦが定める、出場階級に基づいて行います。
●男性
ルースター級 57.5 ㎏以下 ／ ライトフェザー級 64.0 ㎏以下 ／ フェザー級 70.0 ㎏以下
ライト級 76.0 ㎏以下 ／ ミドル級 82.3 ㎏以下 ／ ミディアムヘビー級 88.3 ㎏以下
ヘビー級 94.3 ㎏以下 ／ スーパーヘビー級 100.5 ㎏以下 ／ ウルトラヘビー級 100.6 ㎏以上
●女性
ルースター級 48.5 ㎏以下 ／ ライトフェザー級 53.5 ㎏以下 ／ フェザー級 58.5 ㎏以下
ライト級 64.0 ㎏以下 ／ ミドル級 69.0 ㎏以下 ／ ミディアムヘビー級 74.0 ㎏以下
ヘビー級 79.3 ㎏以下 ／ スーパーヘビー級 84.3 ㎏以下 ／ ウルトラヘビー級 84.4 ㎏以上
※ビギナーワンマッチ…柔術の青帯以下レベルが対象で、柔道、レスリング３年以上の経験者、プロＭＭＡの競技者
は参加することはできません。
※白帯、青帯でカテゴリーを分けての対戦となります。
■キッズ修斗（小学生以下）／ジュニア修斗（中学生）
公式ルールに則った、階級別のキッズ修斗／ジュニア修斗公式戦 ワンマッチ、
試合時間は、キッズ修斗：未就学児２分１Ｒ ／ 小学生３分１Ｒ ／ ジュニア修斗：４分１Ｒ
※キッズ／ジュニア修斗競技ルール参照
《キッズ／ジュニア修斗》
カテゴリー（学年）
・キッズ１（未就学児）
・キッズ２（小学１・２年生）
・キッズ３（小学２・３年生）
・キッズ４（小学３・４年生）
・キッズ５（小学４・５年生）
・キッズ６（小学５・６年生）
・ジュニア修斗（中学生）
●キッズ修斗（ウエイト）
16.0 ㎏以下 ／ 20.0 ㎏以下 ／ 24.0 ㎏以下 ／ 28.0 ㎏以下 ／ 32.0 ㎏以下 ／ 36.0 ㎏以下 /
40.0 ㎏以下 ／ 44.0 ㎏以下 ／ 48.0 ㎏以下 ／ 52.0 ㎏以下 ／ それ以上は契約体重制とする。
●ジュニア修斗（ウエイト）
40.0 ㎏以下 ／ 44.0 ㎏以下 ／ 48.0 ㎏以下 ／ 52.0 ㎏以下 ／ 56.0 ㎏以下 /
60.0 ㎏以下 ／ 65.0 ㎏以下 ／ それ以上は契約体重制とする。

