平成30年 度 東京都社 会 人選 手権 大会兼全 日本社会 人選 手権 大会 代表選 考会実施要 項
1.日

平成 30年 11月

場

都立府 中東高校

︿

時

3日 (祝 )13:00(13時 開始の東京都高校新人戦終 了後 )
4日 (日 )13:00(13時 開始の東京都高校新人戦終 了後 )
10日 (土 )予 備 日 13:00(13時 開始の東京都高校新人戦終 了後 )

府 中市押立町4‑21最 寄駅 京工線飛田給・武蔵野台駅 徒歩 15分

ライトフライ級 〜スパーヘ ビー級までの 10階 級
11月 3日 (祝 )10:00 (10分 前 点呼 、点呼時に選手及び試 合運営委員が不在 の時は失格 とする。)
11月 4日 (日 )10:00 (10分 前 点呼、点呼時に選手及び試合運営委員 が不在の 時は失格 とする。)
11月 10日 (土 )10:00 (10分 前 点呼 、点呼時 に選手及び試 合運営委員が不在 の 時 は失格 とする。)
5.抽 選組合せ 11月 3日 (祝 )検 診・計量後行う。
6.競 技規則 (― 社 )日 本ボクシング連盟競技規則 により行う。 3分 X3ラ ウンド
7.表
彰 1位 に表彰状を贈る。
8.参 加資格 1)東 京都 内に居住 、または勤務地を有する者であること。
2)年 齢基準 :1978年 (昭 和53)年 1月 1日 〜2000年 (平 成 12年 )12月 31日 の間に出生した者
3)社 会人であること。(学 生 、生徒 は参加できない。)
4)技 術 、体 力、人格ともに全国大会の出場 に相応しい者であること。
5)他 県 の全 日本社会人選 手権大会の予選会 に出場していないこと。
6)本 年度東京都ボクシング連盟に加盟している団体の選手であること。
7)本 年度に総合検診を受診 していること。
8)頭 部 CT検 査 あるいあはMRI検 査を実施しその証明書 が選手手帳 に記 載されているか
別紙の証 明書を持参すること。
9)練 習開始後 1年 以上を経過した選手又 は選 手登録後 8ヶ 月以上を経過していること。
10)本 年度 日本ボクシング運盟登録者であること。
11)本 年度スポーツ安全保険に加入している選 手であること。
12)試 合運営委員を派遣すること。
9.参 加費 1名 2000円 を以下 の 口座 に申し込み 日時までに振 り込む こと。
※みず ほ銀行 羽 田支店 普通 口座 2097184 名義 :東 京都ボクシング連盟
10.申 し込み 平成30年 10月 22日 (月 )〜 25日 (木 )必 着
1)申 し込み は、参加費振込用紙控 のコピー、参加 申込書 、健康 申告書 、デビュー戦の者 は
出場資格証 明書を添えて普通郵便 にて郵送すること
東京都ボクシング連盟
〒107‑0052東 京都港 区赤坂 3‑13‑13赤 坂 中村ビル 8F
参加 申込書 のデータのみ を10月 23日 迄 に bo離 okyo@yahoo.cojpに メール 送信する事 。
2)参 加 申込書には階級順 に記載すること。
※参加費 は現金では受け付 けない。銀行振 り込みをしていない場合 、振込用紙控えのコピー
が無い場合および書類の不備 は受け付 けない。
11.そ の他 1)ル ールブック、医事便覧を熟読すること。

2.階

級

3.検 診・計量

①毛髪 について
(イ )頭 髪の長さは眉、
耳たぷ、首筋を越えてはならない。
(口 )あ ごひげはクリンチや衝突で相手の眼球を傷つけ危険をもたらすとして禁止されている。
同様に口ひげや不精ひげも認められない。
②刺青 について
刺青に関してはその大小、場所を聞わず、またシールによるものであつても出場に
おける資格を失う。
2)歯 の矯正を行つている者はそれを保護する特別なマウスピースを装着すると共に歯科医師に
よるボクシングの試合出場が可であることを示す証明書を持参する事。
3)会 場は、土足禁止です。必ず上履きを持参すること。
4)ゴ ミは持ち帰ること。
5)車 での来場は禁止です。
6)個 人情報の取り扱いに関して
大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし
これ以外の目的に利用することはありません。
7)選 手手帳は大会日数分の記載欄があり、必ず写真を貼ること。
8)セ カンドは、C級 以上のセカンド資格を所持する者に限る。
セカンドはセカンドワッペンを着用しセカンド手帳を持参すること。
9)申 し込み後の階級変更は出来ない。
10)ヘ ッドギア :装 着しない
11)バ ンテージはウィニング社製
『Vレ F』 高校・大学・社会人試合用を使用すること
12)競 技用ユニフォームの色はコーナー色に合わせること。
13)競 技 に出場できなくなつた場合は、連盟に連絡すること。連絡がない場合は今後の競技に参
加できない。
14)ス ポーツ安全保険については、別紙あるいはホームページを参照すること。
スポーツ安全協会ホームページ htp://www.sportsanzen.orノ
15)優 勝した者が全て全日本社会人選手権の東京都代表になるとは限りません。
強化委員会にて優勝者の試合内容等を評価し都代表としてふさわしい選手
のみを選考決定します。
16)校 舎内に入れるのは、9時 以降です。
17)本 競技会に関する問い合わせは東京都連盟に行い、開催場所である学校に行わないこと。

・クシング選手権兼全日本女子ボクシング選手権代表選考会要項
平成30年 度 東京都女子ホ

シニアの部

平成30年 11月 3日 (祝 )

13時 開始の東京都高校新人戦終 了後

平成30年 11月 4日

13時 開始の東京都高校新人戦終 了後

(日

)

土 )13時 開始の東京都高校新人戦終 了後
予備 日 :平 成30年 11月 10日 〈
ジュニアの部 平成30年 11月 10日

(日

)

13時 開始の東京都高校新 人戦終 了後

2

3.参 加区分

ジュニアの部 :平 成12年 4月 2日 〜平成15年 4月 1日 の間に出生した者
シニアの部 : 昭和53年 4月 2日 から平成12年 4月 1日 の間に出生した者

ジュニアの部 : ピン級〜ヘビー級までの11階 級
シニアの部 ライトフライ級〜ヘビー級の10階 級
5.検 診・計量 11月 3日 (祝 )10:00(10分 前点呼、点呼時に選手及び試合運営委員が不在の時は失格とする。)
11月 4日 (日 )10:00(10分 前点呼、点呼時に選手及び試合運営委員が不在の時は失格とする。)
11月 10日 (土 )10:00(10分 前点呼、点呼時に選手及び試合運営委員が不在の時は失格とする。)
6.抽 選組合せ シエアは11月 3日 健診・計量終了後、ジュニアは11月 10日 健診・計量終了後に行う
7.競 技規則 (― 社)日 本ボクシング連盟競技規則により行う。
ジュニアの部 :2分 X3R制 にて行う。 シニアの部 :3分 X3R制 にて行う

4.階

級

8.参 加資格

1)本 年度東京都ボクシング連盟に加盟している団体の選手であること。
2)本 年度に総合検診を受診していること

3)頭 部CT検 査或いはMRI検 査を実施し選手手帳に検査済の記載が有るかまたは別紙の証明書を持参すること。

4)練 習開始後 1年 以上を経過している、または選手登録後8か 月以上経過しており
且つ演技種 日においてC級 以上の認定を受けている者であること。

5)本 年度日本ボクシング連盟登録者であること。
6)他 県の全日本女子選手権大会予選会に出場していないこと。
7)本 年度スポーツ安全保険に加入している選手であること。
8)試 合運営委員を派遣すること。
9.参 加費

ジュニア1名 1000円 ・シニア1名 2000円 を以下の口座に申し込み 日時までに振り込むこと。
※みずほ銀行 羽田支店 普通 口座2097184東 京都ボクシング連盟
振り込み依頼人名は必ず所属団体名にすること。

10申 し込み

平成30年 10月 22日 (月 )〜 10月 25日 (木 )の 間に必着
1)申 し込みは、参加費振込用紙控えのコピー、参加申込書、健康申告書 (一 般及び女子用共)
デビュー戦の場合は出場資格証明書を添えて普通郵便 にて郵送すること。
東京都ボクシング連盟
〒107‑0052東 京都港区赤坂3‑13‑13赤 坂中村ビル8F
参加申込書のデータを10月 23日 までに bα bky● Oyahoo.cojpに メール送信する事。
2)参 加申込書はジュニア・シニア別 階級順に記載すること。
※ 参加費は現金では受け付けない。銀行振り込みをしていない場合、振込用紙控えのコピーが
ない場合および書類の不備は受け付けない。

11.そ の他

1)ル ールブック、医事便覧を熟読すること。

①毛髪について
髪の毛はスイミングキヤップを使用しヘッドガードから髪が出ないようにすること。
②刺青について
刺青に関してはその大小、場所を問わず、またシールによるものであつても出場における資格を失う。
③ 歯の矯正を行つている者はそれを保護する特別なマウスピースを装着すると共に歯科医師に
よるボクシングの試合出場が可であることを示す証明書を持参する事。
2)会 場は、止足禁止です。必ず上履きを持参すること。
3)ゴ ミは持ち帰 ること。
4)車 で の 来 場 は 禁 止 で す 。
5)個 人情報の取り扱いに関して
大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の 目的
に利用することはありません。
6)選 手手帳は大会 日数分の記載欄があり、必ず写真を貼ること。
7)セ カンドは、C級 以上のセカンド資格保有者に限る。試合当日はセカンドワッベンを着用し
セカンド手帳を持参すること。
8)申 し込み後の階級変更はできません。
9)ヘ ッドギア AIBA及 び日連検定マークの付いているアディダス社製を使用すること。
使用できるヘッドギアが無い場合はアディダス社を貸与するので、希望する場合は
参加申込書に貸与の希望を記載すること。
10)バ ンテージはウィニング社製タイプ
『VL― F』 高校・大学・社会人試合用を使用すること
11)競 技用ュニフォームの色はコーナー色に合わせること。
12)ノ ーフアウルカップ及びチエストガードの着用は任意である。
13)赤 系統の色が入つたマウスピースは使用できません。
14)検 診には乳房・鼠径部触診を行う場合があります。
15)ア マチュア資格に反していないこと。
16)競 技に出場できなくなつた場合は、連盟に連絡すること。連絡がない場合は今後の競技に参加できない。
スポーツ安全保険については、別紙あるいはホームページを参照すること。
スポーツ安全協会ホームページ
ユ曼Zユ 型墜
ェ眩∞ュZ
17)会 場内に入れるのは9時 以降です。
"ユ
18)本 競技会に関する問い合わせは、必ず東京都連盟に行い開催場所である学校には行わないでください。
19)階 級に出場者が1名 で有り且その選手が全日本女子選手権大会に出場を希望する場合は
認定スパーリングを行う場合がある。

平成 30年 度 東 京都 アンダージュニア大会 兼 関東 大会 予選 試 合 要項
1.日 時及び会場

平成30年 11月 3日 (祝 )13時
4日 (日

)13時

予備日 10日 (土 )13時

2.参 加区分
3.階
級
4.検 診計量

都立府中東高校 (高 校新人戦の後に試合開始)
都立府中東高校 (高 校新人戦の後に試合開始)
都立府中東高校 1階 級5名 以上の参加が有る階級のみ

小学5年・6年 の部 10歳 〜12歳 である小学校5年 生・6年 生
中学生の部 12歳 〜15歳 である中学生
別紙階級表参照

11月

3日

(祝 )10時 (10分 前点呼、点呼時に選手及び試合運営委員が不在の時は失格とする。)

11月

4日

(日

)10時 (10分 前点呼、点呼時に選手及び試合運営委員が不在の時は失格とする。)

予備 日も同様
5.組 み合わせ抽選 11月 3日 の検診・計量後行う
6.競 技規則
日本ボクシング連盟競技規則及びアンダージュニアボクシング 実施基準による。

7.参 加資格

女子の計量については女子ボクシング実施基準による。
小学5,6年 生の部 1分 30秒 3ラ ウンド 中学生の部 2分 3ラ ウンド 男女別に行う
1)本 年度東京都ボクシング連盟に加盟している団体の選手であること。

2)練 習開始後 1年 以上を経過している

あるいは選手登録後8か 月以上を経過し
且つ演技種 目においてC級 以上を獲得していること。
3)本 年度に総合検診を受診していること。
頭部C丁 またはMRI検 査を受け実戦競技可との証明書を持参していること。

4)選 手手帳の保護者同意欄 (一 般・個別試合共)に 署名・捺印がなされていること。
5)本 年度 日本ボクシング連盟登録者であること。
6)本 年度スポーツ安全保険に加入している選手であること。
7)引 率責任者及び試合運営委員 (兼 務可)を 派遣すること。
8.参 加費

9.申 し込み

￢名 10∞ 円を以下の口座に申し込み 曰時までに振り込むこと。
※みずほ銀行羽田支店普通口座2097可 84東 京都ボクシング連盟
振り込み依頼人名は必ず所属団体と申し込み責任者名にすること。
平成30年 10月 22日 (月 )〜 25日 (木 )必 着

1)申 し込みは、参加費振込用紙控えのコピー、参加申込書、健康申告書
(デ ビュー戦の者は出場資格証明書)を 添えて普通郵便にて郵送すること。

TEL 03‑3583‑2277
東京都ボクシング連盟
〒107‑0052東 京都港区:赤 坂3‑13‑13赤 坂中村ビル8F
参加 申込書のデータのみ 10月 24日 迄にbo減 okyoOyahoo.coJpに メール送信する事。
※ 参加費は現金では受け付けない。銀行振り込みをしていない場合、振込用紙控えのコピーが
ない場合および書類の不備は受け付けない。

10.そ の他

1)ル

ールブック、医事便覧を指導者 "保 護者が熱読し、選手に理解させること。
①毛髪について
(イ )頭 髪の長さは眉、
耳たぶ、首筋を越えてはならない。
(口 )髪 の毛の脱色、
染髪は認められない
(ハ )女 子の髪の毛はスイミングキャップを使用しヘッドガードから
髪が出えないようにすること。
(二 )心 臓震盪防止パッド及びノーファウルカップを装着すること。

(ホ )歯 の矯正を行っている者はそれを保護する特別なマウスピースを装着すると共に歯科医自

よるボクシングの試合出場が可であることを示す証明書を持参する事。
ガードを装着すること。小学女子については任意とする。
(へ )中 学女子はチェスト
について
②刺青
刺青に関してはその大小、場所を問わず、またシールによるものであっても出場における資
格を失う。
2)会 場は、土足禁止です。必ず上履きを持参すること。
Э ゴミは持ち帰ること。
4)会 場には駐車場は有りません。車での来場は禁止です。
5)個 人情報の取り扱いに関して
大会参加に際して提供される個 人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の 目的
に利用しない。
6)選 手手帳は大会 日数分の記載欄があり、必ず写真を貼ること。
7)申 し込み後の階級変更は出来ない。
8)競 技用ユニフォームの色はコーナー色に合わせること。

9)ヘ ッドガードはAIBA及 び日連検定マークの付いたアディダス社製品または、日連検定マーク
の付いたウイニング社製を使用すること。バンテージはウイエング社製 日連検定品VL一 Y
又は社会人用のVL― Fを 使用すること。
10)赤 色系統 (オ レンジ色等)の 入つたガムシールドは使用禁上である
11)セ コンドは、C級 以上の資格を有していること。セカンドワッペンを着用しセカンド手帳を持参するこ

セカンドは試合にふさわしい服装で臨むこと(サ ンダル・スリッパ・ジーパン等不可)
12)ア マチュア資格に反していないこと。
13)競 技に出場できなくなつた場合は、連盟に連絡すること。連絡がない場合は今後の競技に参

加できない。
ネ スポーツ安全保険については、別紙あるいはホームページを参照すること。
スポーツ安全協会ホームページ hL並 ん
出ュ⊆壺璽壁■⊆ヱ
注 学校内に入れるには9時 以降となります。 ̀w選
本競技会に関する問い合わせは必ず東京連盟にメールで行い
開催場所の学校 に問い合わせしないでください。

