TEAM 10 COUNT PRESENTS

第 21 回湘南平塚スパーリング大会のご案内
関係者各位
平成 28 年 5 月吉日

新春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、平成 28 年 6 月 26 日（日）に日頃の成果を発揮する場として、
下記の通りスパーリング大会を開催いたします。
今回は全てのボクサーを募集します。
（全 25 試合前後予定）

※キャリア・ランクなどが合致した選手から優先的に試合を組みますので、予めご了承ください。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

敬具
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第 20 回湘南平塚スパーリング大会
≪大会要項１≫
【 日

時 】

平成 28 年 6 月 26 日（日）
・東日本 U-15 ボクシング大会準決勝終了後
・男性、女性ボクサー
※年齢不問です。ちびっ子、女子、おやじファイターの申込大歓迎！
受付開始 14:30～

⇒ 受付後 検診・計量

・試合当日に計量を行います。
・検温は当日に自宅測定し、計量時に申告してもらいます。
・東日本 U-15 大会開催のため、時間がずれ込む場合があります。
検診・計量後開会式を行います（15:50 予定）
16:00 試合開始予定（試合終了後表彰式）
終了時間（18:30 予定）
【 会

場 】 神奈川県平塚市 チームテンカウントボクシングジム

【参加資格】

・日頃からボクシングの練習及びスパーリングをされている方。
・大会要項を理解し同意していただける方。
・年齢不問です。ちびっ子、女子、おやじファイターの申込大歓迎！
・プロボクサー、元プロボクサー参加ＯＫ
・指導者より、大会出場許可が出ている方。
・大会出場に備え堪えうる健康状態にあり、自己責任を取れる方。
・スポーツ安全保険などに加入している方

【競技方法】 2 分 2R

（インターバル 40 秒）

（小学生以下、または 50 歳以上のスパーリングは 1 分 30 秒２R で行う場合があります）
【持参品】保険証、ヘッドギア、マウスピース、ファールカップ、バンテージ、シューズ
ただし、グローブはこちらで用意したものをご利用ください

※フルフェイスのヘッドギア使用は禁止します。
【参 加 費】

一人\3,000-

【申込期間】

本日より平成 28 年 6 月 10 日㈮まで

【申込方法】

所定の申込用紙、参加費を現金書留にて郵送願います。

【組 合 せ】

締め切り後に主催者責任で組合せを決定いたします。

※試合運営費・トロフィー・保険等に利用します。

期間内必着

※キャリア・ランク、年齢などが合致した選手から優先的に試合を組みますので、予めご了
承ください。
※組合せ決定後のキャンセルは、いかなる場合も返金できません。
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≪大会要項 2≫
【注意事項】

≪指導者評価について≫
本大会は疑似試合体験の機会を提供するためなので、絶対に実力よりも低評価にしないでく

ださい。

※適切でない評価は、大変危険な事故が起きる可能性があります。

≪階級について≫
・本大会は、体重別階級によりスパーリングを組みます。
・当日計量にパス出来ない選手は相手の同意が得られない場合、スパーリングは行えません。
・45kg 級以下は 3kg 刻みです。
（42kg、39kg、36kg、33 ㎏、30kg、27kg、24kg）
※ただし、対戦相手責任者と協議のうえ、グローブハンデ戦を行う場合があります。
45kg級

45kg以下

48kg級

45kg - 48kg

51kg級

48kg - 51kg

54kg級

51kg - 54kg

57kg級

54kg - 57kg

60kg級

57kg - 60kg

64kg級

60kg - 64kg

69kg級

64kg - 69kg

75kg級

69kg - 75kg

ヘビー級

75kg以上

14オンス

16オンス

【そ の 他】 不明な点などあればご連絡ください。
・必ず同封している大会要項を読み、同意の上ご参加くださいますようお願い致します。
・出場選手名やスパーリング中の映像、画像の TV・新聞・インターネット等への掲載権は当ジ
ムに属するものとします。
・マッチメイク上、階級を変更していただき場合がありますが、その場合は事前連絡いたしま
す。※評価ランクがワンランク違いの場合は連絡致しません。
・組合せ決定後のキャンセルについては、参加料の返却はいたしません。

・試合当日に計量、血圧測定を行います。※年齢により測定を行わない場合があります。
・検温は当日に自宅測定し、計量時に申告してもらいます。
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≪大会要項 3≫
【指導者評価について】
各選手の評価統一化を図るため、下記内容を確認して評価してください

≪Ａの評価レベル≫上手い！強い！
・プロライセンス保持者、または受験前のテストマッチ。
・アマチュア（8 戦以上経験）
、アマ大会や各ジム大会においても優勝・準優勝レベル。
・スパーリング経験、試合経験が豊富である。

【アンダージュニア、U-15 本戦に出場している選手】

≪Ｂの評価レベル≫もっと強くなりたい！
・アマ出場経験（3 戦以上経験）があり、各ジム大会にて勝利経験がある。またはそれに準ずる。
・ディフェンスがまあまあ出来ている。

【アンダージュニア、U-15 の予選に出場している選手】

・スタミナ・技術・スピード、どれも問題ない。もしくは、どれか欠けている。

≪Ｃの評価レベル≫実戦に慣れてきた！
・アマ大会、各ジム大会で出場経験はあるが、評価Ｂ程ではない。
・２Ｒのスパーリングができるスタミナがついてきた。
・スタミナ・技術・スピード、どれもまあまあである。もしくは、どれか欠けている。

≪Ｄの評価レベル≫まだまだ駆け出し！
・試合、スパーリング大会の出場経験が少ない。もしくは初出場。
・攻撃、防御のレベルが低く、技術・レベル共に初心者レベルである。
・スパーリング経験が浅く、下を向いてしまう事がある。
※上記参考の上、指導者の 4 段階評価でエントリーしてください。
※評価が核当しない場合は２つのランクに○をつけてください。
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