
【型の部 部⾨・番号】
階級 幼年 ⼩学１年⽣ ⼩学２年⽣ ⼩学３年⽣ ⼩学４年⽣ ⼩学５年⽣⼩学６年⽣中・⾼ ⼀般 1 幼年  2 ⼩学１年  3 ⼩学２年 初級 4 ⼩学２年 上級 

初級 太極3 太極3 太極3 平安1 平安1 平安1 平安1 5 ⼩学３年 初級  6 ⼩学３年 上級  7 ⼩学４年 初級   8 ⼩学４年 上級 

上級 平安1 平安2 平安2 平安5 平安5 突きの型 突きの型 9 ⼩学５年 初級  10 ⼩学５年 上級  11 ⼩学６年 初級 12 ⼩学６年 上級 

13 中・⾼ 初級  14 中・⾼ 上級  15 ⼀般 初級
（１９歳以上）

16 ⼀般 上級
（１９歳以上）

  【組⼿の部 部⾨・番号】
17 幼年  18 ⼩学1年男⼦ 19 ⼩学２年男⼦・初級 20 ⼩学２年男⼦・上級

21 ⼩学３年男⼦・初級 22 ⼩学３年男⼦・上級

□組手防具着用表
23 ⼩学４年男⼦・初級

軽量級(３２キロ未
24 ⼩学４年男⼦・初級

重量級(３２キロ以
25 ⼩学４年男⼦・上級軽

量級(３２キロ未満）
26 ⼩学４年男⼦・上級重

量級（３２キロ以上）
27 ⼩学５年男⼦・初級

軽量級(３５キロ未
28 ⼩学５年男⼦・初級

重量級(３５キロ以
29 ⼩学５年男⼦・上級軽

量級（３５キロ未満）
30 ⼩学５年男⼦・上級重

量級(３５キロ以上）
31 ⼩学６年男⼦・初級

軽量級(４０キロ未
32 ⼩学６年男⼦・初級

重量級（４０キロ以
33 ⼩学６年男⼦・上級軽

量級(４０キロ未満）
34 ⼩学６年男⼦・上級重

量級（４０キロ以上）

35 ⼩学１年⼥⼦ 36 ⼩学２年⼥⼦ 37 ⼩学３年⼥⼦

38 ⼩学４年⼥⼦・初級  39 ⼩学４年⼥⼦・上級 40 ⼩学５年⼥⼦・初級 41 ⼩学５年⼥⼦・上級

42 ⼩学６年⼥⼦・初級 43 ⼩学６年⼥⼦・上級

44 中学1年男⼦・初級軽
量級(５０キロ未満）

45 中学１年男⼦・初級
重量級(５０キロ以

46 中学１年男⼦・上級軽
量級(５０キロ未満）

47 中学１年男⼦・上級重
量級(５０キロ以上）

48 中学２,３年男⼦・初
級軽量級(５５キロ未

49 中学２,３年男⼦・初
級重量級(５５キロ以

50 中学２,３年男⼦・上級
軽量級(５５キロ未

51 中学２,３年男⼦・上級
重量級(５５キロ以上）

52 中学⼥⼦・初級軽量
級（５０キロ未満）

53 中学⼥⼦・初級重量
級（５０キロ以上）

54 中学⼥⼦・上級軽量級
(50キロ未満）

55 中学⼥⼦・上級重量級
（５０キロ以上）

56 ⾼校男⼦・初級 57 ⾼校男⼦・上級軽量
級（６５キロ未満）

58 ⾼校男⼦・上級重量級
（６５キロ以上）

59 ⼥⼦セーフティ初級 60 ⼥⼦セーフティ上級 61 ⼥⼦フルコンタクト ※⾼校⽣以上

62 シニア３５〜４２
初級

63 シニア３５〜４２
上級

64 シニア４３〜４９
初級

65 シニア４３〜４９
上級

66 シニア５０才以上

67 ⼀般・初級軽量級
（７０キロ未満）

68 ⼀般・初級重量級
（７０キロ以上）

69 ⼀般・上級軽量級（７
０キロ未満）

70 ⼀般・無差別級

【　型の部　出場クラス　※新極真会以外の他流団体も出場可能※　】

太極1 太極1

　　・ヘッドギアは新極真会指定商品のみマイヘッドギア使用可とし、試合場での貸出はいたしません。

　　・スネ・拳サポーターは各自でご用意ください。グローブの着用は不可とします。

　　　サポーターは必ず白を着用し、極端に薄いもの、皮製、合皮製等は不可とします。

　　・赤帯セットは各自でご用意ください。試合場での貸出はいたしません。

　　・膝サポーターは、小学３年生～着用義務とし、出場階級の指定に応じてください。

　　・女性は、女性用アンダーガードをファウルカップと同様に着用してください。

◇　試合ルールについて

　　・決勝まで同じ指定型を行います。

　　・小学２～４年生は、初級（青帯以下）上級（黄帯以上）で行います。

　　・小学５・６年生～一般の階級分けは、初級（黄帯以下）上級（緑帯以上）で行います。

　　・主審の「（型の名前）用意、始め」の号令で２人同時に型を行い判定をとります。

　　・初級帯での上級部門エントリーは可能です。上の学年へはエントリー不可です。

　　・参加人数の多少により、主催者側の判断にて階級の統廃合が行われる場合があります。

　　・出場階級は、申込み時点の級でご記入ください。

□組手試合時間表

本戦 延長戦 再延長 体重判定 最終延長

６０秒 ６０秒

９０秒 ６０秒

９０秒 ９０秒

２分 ２分

９０秒 ９０秒

２分 ２分

９０秒 ９０秒

９０秒 ９０秒

２分 ２分 ２分 なし ２分

２分 ２分 ２分 １０kg差 ２分

幼年

小学男女

一般上級軽量

一般上級無差別

中学生男女

高校生

女子セーフティ

女子フルコンタクト

シニア

一般初級

◇型・組手クラス分け等詳細について

　　・小学２年生～小学４年生は、白・橙・青帯が初級、黄帯以上を上級とします。

　　　小学５年生～一般は、白・橙・青・黄帯が初級、緑帯以上を上級とします。

　　・初級帯での上級へのエントリーは可能です。上の学年へはエントリー不可です。

　　・各階級別で参加人数の多少により、主催者判断によって統廃合等の変更を行う場合があります。

　　・女子セーフティ、女子フルコンタクトは高校生以上が出場可能です。

　　・ケガ等でテーピングが必要な場合は、医師の診断書が必要になります。

ヘッド スネ 膝 拳 ファウル チェスト

ギア カップ ガード

○ ○ 任意 ○ ○ ×

○ ○ ○（小３～） ○ ○ ×

○ ○ ○（小３～） ○ 任意 任意

○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ 任意 × ○ ○

○ ○ 任意 ○ ○ ×

○ ○ 任意 ○ ○ ×

× × × × ○ ×

小学男子

小学女子

中学・高校生

女子中学生・セーフティ

女子フルコンタクト

幼年

シニア

一般初級

一般上級


