
■階級表■ 

◆【G1】シニア 30－40－50 (10/10 大会当日の年齢にてお申込み下さい) 

※軽量級選手は体重測定を行います。(Ｔシャツ、道着下着用 規定体重＋2 キロ迄)  

※ドリーム 2021、2022 新人戦入賞者、 

2021 年 9 月以降 各ブロック大会、県大会、錬成大会にて入賞経験者(部門・帯問わず)は 

上級の部に出場して下さい。  

 

◆【G2】幼年 小学 1年・2年生  

※軽量級選手は体重測定を行います。(Ｔシャツ、道着下着用 規定体重＋2 キロ迄)   

※ＳＣデビュー  SC 試合未経験者／帯色不問 

※ＳＣチャレンジ SC 含む試合出場経験あり但し、2022/1～入賞歴なし／帯色不問 

                  SC 部門で入賞経験者は初級(幼年の場合幼年男女 組手)の部に出場して下さい。 

※上級の部／帯既定の選手で 2022/1～ドリーム 2022、各ブロック大会、県大会、錬成大会にて 

  入賞歴のない選手は初級の部へ出場が可能です。 

※ドリーム 2021、2022 新人戦入賞者、第 1 回 JFKO 青少年大会、 

2021 年 9 月以降 各ブロック大会、県大会、錬成大会にて入賞経験者(初級の部以上・帯問わず)は 

上級の部に出場して下さい。   

(13) 幼年男女  型／太極１ (号令あり)  

(14) 小1・２男女 型／太極３ (号令なし) 

 

(01) シニア男子初級30歳以上40歳未満 (02) シニア男子初級30歳以上40歳未満

軽量級／白帯～黄帯、75kg未満 重量級／白帯～黄帯、75g以上

(03) シニア男子上級30歳以上40歳未満 (04)シニア男子上級30歳以上40歳未満

軽量級／緑帯以上、75kg未満 重量級／緑帯以上、75g以上

(05) シニア男子初級40歳以上50歳未満 (06) シニア男子初級40歳以上50歳未満

軽量級／白帯～黄帯、75kg未満 重量級／白帯～黄帯、75g以上

(07) シニア男子上級40歳以上50歳未満 (08) シニア男子上級40歳以上50歳未満

軽量級／緑帯以上、75kg未満 重量級／緑帯以上、75g以上

(09) シニア男子初級50歳以上 (10) シニア男子初級50歳以上

軽量級／白帯～黄帯、75kg未満 重量級／白帯～黄帯、75g以上

(11) シニア男子上級50歳以上 (12) シニア男子上級50歳以上

軽量級／緑帯以上、75kg未満 重量級／緑帯以上、75g以上

(15) SCデビュー 幼年(年中・年長)男女混合 (16) SCチャレンジ 幼年(年中・年長)男女混合

(17) SCデビュー 小1男子 (18) SCチャレンジ 小1男子　

(19) SCデビュー 小1女子 (20) SCチャレンジ 小1女子

(21) SCデビュー 小２男子 (22) SCチャレンジ 小２男子　

(23) SCデビュー 小２女子 (24) SCチャレンジ 小２女子

(25) 幼年男女 組手／帯色不問



 

◆【G3】小学 3年・4年生  

※軽・中量級選手は体重測定を行います。(Ｔシャツ、道着下着用 規定体重＋2 キロ迄)   

※ＳＣデビュー  SC 試合未経験者／帯色不問 

※ＳＣチャレンジ SC 含む試合出場経験あり但し、2022/1～入賞歴なし／帯色不問 

                  SC 部門で入賞経験者は初級の部に出場して下さい。 

※上級の部／帯既定の選手で 2022/1～ドリーム 2022、各ブロック大会、県大会、錬成大会にて 

  入賞歴のない選手は初級の部へ出場が可能です。 

※ドリーム 2021、2022 新人戦入賞者、第 1 回 JFKO 青少年大会、 

2021年 9月以降 各ブロック大会、県大会、錬成大会にて入賞経験者(初級の部以上・帯問わず)は 

上級の部に出場して下さい。 

(36) 小3・4男女 型／平安２ (号令なし) 

 

 

(26) 小学1年生男子 (27) 小学1年生男子

　　　　初級／白帯・橙帯 　　　　上級軽量級／青帯以上、24kg未満

(28) 小学1年生男子 (29) 小学1年生女子

　　　　上級重量級／青帯以上、24kg以上 　　　　初級／白帯・橙帯

(30) 小学1年生女子 (31) 小学2年生男子

　　　　上級／青帯以上 　　　　初級／白帯・橙帯

(32) 小学2年生男子 (33) 小学2年生男子

　　　　上級軽量級／青帯以上、27kg未満 　　　　上級重量級／青帯以上、27kg以上

(34) 小学2年生女子 (35) 小学2年生女子

　　　　初級／白帯・橙色 　　　　上級／青帯以上

(37) SCデビュー 小３男子 (38) SCチャレンジ 小３男子

(39) SCデビュー 小３女子 (40) SCチャレンジ 小３女子

(41) SCデビュー 小４男子 (42) SCチャレンジ 小４男子　

(43) SCデビュー 小４女子 (44) SCチャレンジ 小４女子

(45) 小学3年生男子 (46) 小学3年生男子

　　　　初級／白帯～青帯 　　　　上級軽量級／黄帯以上、28kg未満

(47) 小学3年生男子 (48) 小学3年生男子

　　　　上級中量級／黄帯以上、28kg以上34kg未満 　　　　上級重量級／黄帯以上、34kg以上

(49) 小学3年生女子 (50) 小学3年生女子

　　　　初級／白帯～青帯 　　　　上級／黄帯以上

(51) 小学4年生男子 (52) 小学4年生男子

　　　　初級／白帯～黄帯 　　　　上級軽量級／緑帯以上、30kg未満

(53) 小学4年生男子 (54) 小学4年生男子

　　　　上級中量級／緑帯以上、30kg以上35kg未満 　　　　上級重量級／緑帯以上、35kg以上

(55) 小学4年生女子 (56) 小学4年生女子

　　　　初級／白帯～黄帯 　　　　上級軽量級／緑帯以上、32kg未満

　　　　上級重量級／緑帯以上、32kg以上

(57) 小学4年生女子



◆【G4】 小学5年・6年生 中学生 

※軽・中量級選手は体重測定を行います。(Ｔシャツ、道着下着用 規定体重＋2 キロ迄)   

※ＳＣデビュー  SC 試合未経験者／帯色不問 

※ＳＣチャレンジ SC 含む試合出場経験あり但し、2022/1～入賞歴なし／帯色不問 

                  SC 部門で入賞経験者は初級の部に出場して下さい。 

※上級の部／帯既定の選手で 2022/1～ドリーム 2022、各ブロック大会、県大会、錬成大会にて 

  入賞歴のない選手は初級の部へ出場が可能です。 

※ドリーム 2021、2022 新人戦入賞者、第 1 回 JFKO 青少年大会、 

2021年 9月以降 各ブロック大会、県大会、錬成大会にて入賞経験者(初級の部以上・帯問わず)は 

上級の部に出場して下さい 

(58) 小5・6男女 型／平安4 (号令なし) 

 

 

(59) SCデビュー 小5男子 (60) SCチャレンジ 小5男子　

(61) SCデビュー 小5女子 (62) SCチャレンジ 小5女子

(63) SCデビュー 小6男子 (64) SCチャレンジ 小6男子　

(65) SCデビュー 小6女子 (66) SCチャレンジ 小6女子

(67)小学5年生男子 (68) 小学5年生男子

        初級 / 白帯～黄帯 　　　　上級軽量級／緑帯以上、35kg未満

(69) 小学5年生男子 (70) 小学5年生男子

　　　　上級中量級／緑帯以上、35kg以上43kg未満 　　　　上級重量級／緑帯以上、43kg以上

(71) 小学5年生女子 (72) 小学5年生女子

　　　　初級／白帯～黄帯         上級軽量級／緑帯以上、36kg未満

(73) 小学5年生女子 (74) 小学6年生男子

　　　　上級重量級／緑帯以上、36kg以上 　　　　初級／白帯～黄色帯

(75) 小学6年生男子 (76) 小学6年生男子

　　　　上級軽量級／緑帯以上、40kg未満 　　　　上級中量級／緑帯以上、40kg以上48kg未満

(77) 小学6年生男子 (78) 小学6年生女子

　　　　上級重量級／緑帯以上、48kg以上 　　　　初級／白帯～黄色帯

(79) 小学6年生女子 (80)小学6年生女子

　　　　上級軽量級／緑帯以上、40kg未満 　　　　上級重量級／緑帯以上、40kg以上

(81) 中学生男子 (82)中学生女子

　　　　初級／白帯～黄色帯 　　　　初級／白帯～黄色帯

(83) 中学1年生男子 (84)中学1年生男子

　　　　上級軽量級／緑帯以上、45kg未満 　　　　上級中量級／緑帯以上、45kg以上55kg未満

　　　　上級重量級／緑帯以上、55kg以上

(86) 中学2・3年生男子 (87)中学2・3年生男子

　　　　上級軽量級／緑帯以上、55kg未満 　　　　上級中量級／緑帯以上、55kg以上65kg未満

　　　　上級重量級／緑帯以上、65kg以上

(85) 中学1年生男子

(88) 中学2・3年生男子


