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オールジャパン アマチュアキックボクシング（命名申請中）

全国10大会

鹿児島大会の簡単な概要です。

トーナメントかワンマッチですが参加人数次第もありますので両方にチェックして頂いても結構で

す。4/21選手申込締め切り、5/9パンフ協賛締め切り。

鹿児島地区トーナメント優勝者は他の地区のトーナメントには出られません。

トーナメント敗退者やワンマッチはどの地区に何度参加されても結構です。

鹿児島ワンデートーナメント優勝者やワンマッチで好成績主催者推薦の方が2019全日本決勝。

2020東京国際親善試合は基本、2019全日本入賞者になります。

ルール～首相撲3秒ルールで顔面膝あり（Jr顔面膝なし）、キャッチなし。

他詳細は同封の書類をご覧ください。これを含めて7枚。

これからの予定

10月14日全日本大会福岡

9月1福島大会

8月25北海道大会

8月4熊本大会

7月28福岡大会

7月14宮城大会

7月7長崎大会

6月30沖縄大会

5月26鹿児島大会。インタージム、薩摩ジム共同主催。
3月24東京大会
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開催趣旨と活動目標

“ピーター・アーツ スピリット”として活動をして参りました当実行委員会は、5年目の節目である本年、社

団法人 アマチュアキックボクシング協議会（申請中）と名称を変更し、キックボクシングの更なる地位向上

と参加人口の拡大を目指し、活動を行って参ります。

具体的に、私たちはこの素晴らしい競技であるアマチュアとしてのキックボクシングを、是非ともオリンピッ

ク競技にするべく運動を開始致します。

2020年に東京で行われるオリンピックの開催に合わせて、東京での全日本選手権大会と国際親善大会

を世界に向けて発信。本年をその目標に合わせた初めの一歩となるよう、2020年国際親善大会の選抜と

オリンピック競技参加への告知活動を含めた日本各地での予選を行い、１０月１４日に福岡の地で全日本

選手権大会を開催致します。

開催概要

大会名 ALL JAPAN AMATEUR KICKBOKINGCHAMPIONSHIP 2019 予選大会
※2019年10月14日に福岡県で行われる全日本選手権大会の各階級の予選

WOLRD AMATEUR KICKBOKING FRIENDLY FIGHT 2020 選抜試合
※2020年東京で行われる国際親善大会への選手の選抜(基本、全日本大会入賞者より)

主 催 （社）アマチュアキックボクシング協議会（申請中）

開催日時 2019年5月26日（日）鹿児島大会

開催場所 インタージム
※〒8900068鹿児島市東郡元町15-40インタージム。電話090-1192-1712.

http://intergym.client.jp/ JR指宿枕崎線/鹿児島市電『南鹿児島駅』より徒歩3分。

申込締切日 2019年 4月21日（日）必着。

当日のスケジュール

09：00 選手受付/計量 10：30 ルール説明 11：00 開会式/試合開始 18：00 閉会式/大会終了予定。

申込方法 参加費 ワンマッチ 5,000円。5月26日の年齢。

トーナメント/全日本予選 5,000円。10月14日の年齢。

試合決まらない場合お返しします。

1 「出場申込書」に必要事項を記入同封し、現金書留にて申込締切日までに申込用紙と共にインタ

ージムに送ってください。当口座へ振り込み希望の場合は一度メール等でご連絡ください。

2 インタージム本部へ申込書と参加費の持ち込みも可能です。

3 「メディカルチェックシート」を大会当日に持参してください（事前に記入の事）。

【送付先】 インタージム
〒8900068鹿児島市東郡元町15-40インタージム。

電話090-1192-1712.

【全日本大会情報】

日時 2019年10月14日月曜日(祝日)

場所 福岡市総合体育館サブアリーナ（http://www.fukuoka-city-arena.jp/）

内容 予選通過者による全日本王者を争うトーナメント

昨年度選抜王者によるアジア親善試合

http://intergym.client.jp/
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募集階級と年齢

U-8（8歳以下） -25kg -28kg -31kg

U-10（10歳以下） -31kg -34kg -37kg -40kg

U-12（12歳以下） -40kg -43kg -47kg -50kg +50kg

U-15（15歳以下） -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg

U-15 女子（15歳以下） -40kg -45kg -50kg -55kg

一般女子（16歳以上） -40kg -45kg -50kg -55kg -60kg

一般（16歳以上） -53kg -55kg -57kg -60kg -65kg -70kg -75kg 無差別

※成長期における過度の減量は禁止となります。各自適正体重で試合に臨んでください。

※全日本大会までに、ジュニアクラス（15歳以下）については成長による体重増加が理由の場合に限り、クラス変更は可能となっておりま

す。事前にお問い合わせください。ワンマッチは鹿児島大会5月26日の年齢。トーナメントは全日本大会10月14日の年齢。

ルール（抜粋）

試合時間について 2分×2R（U-12以下は1分30秒×2R）試合のインターバルは1分とします。

全日本選手権トーナメント決勝戦のみ3ラウンドとなります。

試合場 試合は会場に設置したリングで行います。予選に関してはこの限りではありません。

使用グローブ 試合で使用するグローブは主催者が用意したものを使用します。グローブの大きさは以下の通りとします。

U-12以下は12オンス。それ以外は14オンスとし、一般70 k g以上は16オンスを使用する

判定基準の優先順位 ①ダウンの有無ダ ②ダメージの有無 ③クリーンヒットの数 ④攻撃的姿勢 ⑤首相撲の優劣

防具の装着について 装着が必要な防具

主催者が用意するものボクシンググローブ、ヘッドギア

各自が用意するものファールカップ、脛サポーター（綿・及びビニール製）、膝サポーター（綿製）、マウスピース、

バンテージ（着用に関して規制はありません）

※ヘッドギアは主催者が用意していますが、自身のヘッドギア使用も可。ただし事前に主催者の許可を必要とします（鼻までガードするものは禁

止）。

服装について Ｔシャツ・キックパンツは無地でなくても良い。また、ジムや道場名、スポンサー名の入ったものは使用可とします。

Ｔシャツはキックパンツの中に必ず入れる事。

勝敗について 2ノックダウン制（ダウンカウントはゴングには救われません）

ダウンして５カウント以内に立ち上がりファイティングポーズがとれない場合はKOとなります。

セコンドからタオル投入レフェリー、ドクターによるストップ

KOもしくはTKOで勝敗が決しない場合、ジャッジ3名による判定

有効技について パンチ（ストレート、フック、アッパー、バックハンドブロー）

キック（前蹴り、廻し蹴り、横蹴り、後ろ蹴り、後ろ廻し蹴り、内股への蹴り、飛び蹴り、つかみ、ひっかけ、3秒以内の首相撲からの攻撃、顔

面へのヒザ蹴り、胴廻し回転蹴り、かかと落とし）※ジュニアクラス（Ｕ－１５以下）は顔面への膝蹴りは禁止

反則技について 頭突き、ヒジ打ち、組んでからの攻撃、故意による金的攻撃、投げ技、関節技、目突き、噛みつき、倒れた相手や背後からの攻撃、

試合着やロープをつかんでの攻撃、手足をつかんで攻撃すること、ストップの合図の後の攻撃、攻防の流れを止めてしますクリンチや打ち合いを

避けるための消極的な行為、主催者又は審判、相手選手及び関係者への侮辱的あるいは攻撃的言動

膝蹴りについて 一般クラスは3秒以内の首相撲や引っかけによる（両手、片手は問いません）顔面部への膝蹴りは有効な技となります。

※ジュニアクラス（Ｕ－１５以下）は顔面への膝蹴りは禁止

首相撲や掴みは攻撃に繋がるものを有効とします。相手の攻撃を避けるため、または攻防を阻害するホールディングは反則。

首相撲のみの優劣については、判定基準の優先順位に従います。

その他 選手、セコンドは協力して3試合前までに試合の準備をしてください。 マウスピース・ファールカップを必ずご用意ください
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（全日本アマチュアキックボクシング鹿児島大会のパンフレットご協賛募集。5/9まで）
東京大会(3/24),鹿児島大会(5/26),沖縄大会(6/30),長崎大会(7/7),宮城大会(7/14),福岡大会(7/28),熊本大会(8/4),
北海道大会(8/25),福島大会(9/1),全日本大会福岡(10/14)

鹿児島大会の日時： 5/26（日）AM11:00～PM6:00終了予定。

場所： 〒890-0068 鹿児島市東郡元町15-40 インタージム。

入場無料、立ち見のみですがパンフレットご協賛の方へ

座 り 席 （ 先 着 順 ） ） も し く は 粗 品 の い ず れ か を ご 準 備 さ せ て い た だ き た く 存 じ ま す 。

鹿児島の選手の応援と協賛をぜひお願いいたします。 座り席希望（先着順）もしくは粗品どちらかを5/9までにおおしえください。

（例）
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パンフレット協賛の画像や文章の送付先。

メール：迷惑メールさけるためお手数ですがホームページのお問い合わせからご連絡下さい。

ラインやフェイスブック等でも南日本キック連盟の方々、友好団体からは受け付けております。

http://intergym.client.jp/ 電話090-1192-1712.

パンフレット協賛広告データの締め切り期日は 5月 9日（木）までにお願いします。

データご送付の際いずれかをお教えください。 すわり席希望 / 粗品希望。

入場無料ですが座り席20～30席はパンフご協賛様優先としたく存じます。基本立ち見となります。

ただし枠の大きさ優先と先着順となります。ジム狭いため、ご了承ください。

協賛のみで大会に来られない方には、後日印刷されたパンフと一緒に粗品/タオルか手ぬぐい等配布。

現金受け渡しは大会当日でも構いませ

ん。

領収証発行は大会当日もしくは後日郵

送いたします。

※（注意）※

パンフレット協賛金を取ってきて頂いた各ジム道場さまの取り分と私へのお支払い金額の割合はお

問い合わせください。

http://intergym.client.jp/
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全日本大会及び予選大会出場申込書/5/26鹿児島大会

ふりがな

選手氏名
印

※署名を兼ねていますので、選手名は必ず自署にてお願いします

セコンド氏名（3名）
1 ② ③

以下、全ての項目に必ずご記入ください ( 記入漏れのないようにお願いします )

現住所・連絡先 〒

電話番号

メールアドレス
※@peteraertsspirit.jp と @gmail.com が届くよう設定をお願いします。保護者可

生年月日 西暦 年 月 日（ 満 歳 ）

小 学 ・ 中 学 ・ 高校 年生
※満年齢は大会当日時点でご記入ください

身体情報 身長 cm / 通 常 体重 kg オーソドックス ・ サウスポー

参加クラスに✔を入れてください（ジュニアについては、成長期における体重増加が理由の場合、全日本大会のクラス変更を認めます）

出場形態 □ 全日本大会予選（2019年10月14日/福岡） □ ワンマッチ

U-8 □-25kg □-28kg □-31kg

U-10 □-31kg □-34kg □-37kg □-40kg

U-12 □-40kg □-43kg □-47kg □-50kg □+50kg

U-15 □-40kg □-45kg □-50kg □-55kg □-60kg

U-15女子 □-40kg □-45kg □-50kg □-55kg

一般女子 □-40kg □-45kg □-50kg □-55kg □-60kg

一般男子 □-53kg □-55kg □-57kg □-60kg □-65kg □-70kg □-75kg □無差別

誓約書

※各項末尾の□に確認の✔を入れてください

１、上記大会出場に関して万が一事故が発生した場合は、主催者に対し一切の責任や賠償を求めないこと

□

２、本大会のルールと規定に従うこと □

３、大会中に撮影した写真や動画等の著作権は主催者に帰属すること □

４、試合に際し、身体的な接触により相手もしくは関係者に病気を媒介するような感染症を持っていない

こと □

５、上記申し込み事項や誓約事項に虚偽がないこと □

保護者（連帯責任者）同意欄

※必ず自署にてお願いします

上記のものが本試合に出場すること、上記誓約内容に同意致します。

（ 柄 ） 印

保護者（連帯責任者）連絡先

※選手と同じ場合は未記入で可

〒

ＴＥＬ

団体・ジム責任者 同意欄
※必ず自署にてお願いします

上記の者が試合に出場することに同意し、上記誓約内容に同意致します。

ジム・道場名
印

責任者名
電話番号

【お問合わせ先】 アマチュアキックボクシング協議会準備委員会事務局
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-14-13 東ビルディング 505 TEL 03-6288-1007 FAX 03-6228-1008

【全日本大会情報】
日時 2019年10月14日月曜日(祝日) 場所 福岡市総合体育館サブアリーナ（http://www.fukuoka-city-arena.jp/）

内容 予選通過者による全日本王者を争うトーナメント/昨年度選抜王者によるアジア親善試合
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問診票

大会名 AMC鹿児島大会/大会日 2019年 5月 ２6日/大会場所 インタージム

フリガナ

氏名

生年月日
年 月 日

性別 男 ・ 女

住所
〒

自宅電話番号

緊急連絡先

身長 Cm 体重 Kg（当日）

喫煙 する ・ しない 飲酒 のむ ・ のまない

昨日の飲

酒

のんだ （少し・多量に）・のまなかった 体温 ℃（当日）

伝染病・持病等の有無 あり ・ なし ある場合は具体的に

アレルギー あり ・ なし

（具体名 ）

本日の体調 良好 ・ 普通 ・ 不良

不良の場合具体的に

ノックアウトの経験 あり ・ なし

具体的に

いつ？ どこで？ 程度は？

・意識混濁

・意識消失

・すぐに回復した

・その他（ ）

本日の試合に出場 出場します 出場できません

その他何かありましたらご記入ください

判 定 出場許可 ・ 出場不許可

医師サイン


