
第 14 回全日本学生テコンドー選手権大会 

開 催 要 項 

 

※ COVID19 感染防止対策のため完全無観客で行います。 

※ 本大会の開催に関しては、一旦 2021 年２月１日時点で判断を行い、その結果を２月１日に当協会 HP

上で公表します。なお、2 月 1 日時点で開催と判断した場合にも、その後、国、自治体、施設管理者等

の指示・要請により、中止を決定せざるを得ない場合がありますので、ご了承下さい。この場合も、当協

会 HP 上にて発表します。 

※ コロナ感染症の拡大や自然災害その他やむを得ない事情で、開始前に当大会を中止とした場合には、こ

れにより発生した会場キャンセル料その他協会負担となる経費を差し引くことを検討した上で、参加費の

全部または一部を返還します。 

※ 第 4 回全日本社会人 並びに 第 2 回全日本マスターズ テコンドー選手権大会と併催します。 

※ 本大会の上位入賞者には、「31st Summer Universiade 2021」の代表選考会の出場資格が与えら

れる予定です。詳細は追って公表される予定ですのでご留意ください。 

 

＜会場内への入場制限に関して大会会場（体育館）に入場できる方＞ 

本大会会場（体育館）に入場できる方は、 

I. 選手・II. 審判・III. 大会役員・IV. 大会スタッフ・V. 大会ドクター・大会トレーナー・Ⅵ.セコンド 

のみとします。 

セコンド登録（各選手１名まで）完了後、各団体は選手に対するセコンド一覧を提出ください。 

それ以外の方は体育館そのものへの入場をお断りいたしします。 

入場できる方も、全日本テコンドー協会の感染症対策ガイドラインに従って行動をお願い致します。 

 

 

１．名  称   第 14 回全日本学生テコンドー選手権大会 

 

２．主  催    一般社団法人 全日本テコンドー協会 

 

３．主  管   兵庫県テコンドー協会 

 

４．開催日時   2021年 2月 14 日（日） 12：00 開場／13：00 開始予定（会場の関係により前後） 

         ※開場時間および試合開始時間についてはエントリー完了後改めて発表いたします 

 

５．開催場所   兵庫県立武道館 

〒670-0971 兵庫県姫路市西延末 504番地 TEL079-292-8210 

                ＜交通＞JR「姫路」駅下車 車で約 10分・山陽電車「手柄」駅下車 徒歩約８分 

 

６．計量・場所  ☆2021 年 2 月 13日（土）15:00～17:00 

         前日計量：14:50 までに兵庫県立武道館に集合。 

＜集合時間＞14:50 ※時間厳守 ＜計量時間＞15:00～17:00 

         上記、集合時間に遅れる場合は、審判委員会へメールで連絡すること



(referee_ml@ajta.or.jp) 

 計量時間内に、計量が出来ない場合は基本的には失格となります。 

＊前日計量後、会場にてトーナメント作成の抽選を行う 

※計量時に学生証を持参して下さい。 

 

７．競技種目 キョルギ 

 

８．出場資格  一般社団法人 全日本テコンドー協会 2020 年度個人登録の更新及び新規登録を済ませた 

         2020年 2月現在、【文部科学省の指定校】各種専門学校、大学・大学院・短期大学 

         に学生として在籍する者。*有級者可（無級/白帯不可） 

*セコンド/コーチ(18 歳以上)、(一社)全日本テコンドー協会 2020 年度個人登録を済ま

せ、かつ 14.のエントリー方法により本大会のコーチ登録（申込）を完了した者のみが入

ることができる。 

  セコンド、コーチの服装：Yシャツ（派手な色を除く。例：白や淡いブルーなど）にパン

ツ黒や紺などとし、ネクタイ不要、ジャケットは任意とする。 

 

９．出場階級 （男女別） 

男子（８階級） 女子（８階級） 

－54kg 級    ～54.00kg －46kg 級       ～46.00kg 

－58kg 級 54.01～58.00kg －49kg 級 46.01～49.00kg 

－63kg 級 58.01～63.00kg －53kg 級 49.01～53.00kg 

－68kg 級 63.01～68.00kg －57kg 級 53.01～57.00kg 

－74kg 級 68.01～74.00kg －62kg 級 57.01～62.00kg 

－80kg 級 74.01～80.00kg －67kg 級 62.01～67.00kg 

－87kg 級 80.01～87.00kg －73kg 級 67.01～73.00kg 

＋87kg 級   87.01kg～ ＋73kg 級    73.01kg～ 

 

１０．試合形式及び時間 

         WT ルールに基づくトーナメント方式 

①試合時間 

・2 分×3R インターバル 1分 

 

11．試合装備   ①WT(http://www.worldtaekwondo.org/wtpartners-wt/recognize.html)) 

                     公認テコンドー道衣着用（全日本テコンドー協会道着規定に準ずる。） 

                 ②Daedo 製電子防具・電子ヘッドギアを使用する。 

③電子ボディープロテクター、電子ヘッドギアは主催者で用意する。 

④WT 公認の腕、脛プロテクター及びファールカップ（男・女）、電子ソックス、ハンドグ

ローブ、マウスピース（色は白または透明） 及び 電子ヘッドギアに装着するための全

日本テコンドー協会指定の COVID-19 対策フェイスシールドを各自準備する事。（フェ

イスシールドの販売先は全日本テコンドー協会のホームページを参照） 

＊男子の道着(上)の下はＴシャツ等の着用は禁止､女子は白色のみ着用可 

＊試合装備・道着の不備などあった場合、失格となります。 

         ⑤電子防具は会場内の所定の場所にて速やかに装着し、試合終了後速やかに返却の事。 

   

  ＜電子ソックス販売先：Daedo KYOWA＞ 

販売サイト（https://daedojapan.stores.jp/）より各自お申し込みください。 

https://kpnpjapan.stores.jp/


※今大会は Daedo 電子防具システムGeneration2 を使用しての競技実施となります。 

※電子防具システムに不具合が発生した場合、審判判定システムで試合を実施する措置を 

取る事があります。 

 

12．表 彰  個人：男女とも各階級の 1 位から 3 位までの入賞者に賞状及びメダルを授与する。 

            各階級 1位、2 位の入賞者に第 14 回全日本選手権大会参加資格を与える。 

 団体：別に定める得点合計の総合得点で1位の学校にミニレプリカ優勝カップを授与。 

 

13．団体優勝に関して 

各階級の１位～３位の個人表彰の他に学校単位の表彰を行う。 

下記の得点基準による点数を加算、最多得点校を優勝とする。 

なお、各学校各階級最上位 1 名の得点を男女最大 7 階級の成績を対象とする。 

        ＜1 位＞5 点、＜2位＞3 点、＜3 位＞1 点 

 

14．申込方法  新会員データサービス（ https://m5.members-support.jp/ajta/ ） 

            「イベント情報」⇒「イベント申込」より、出場階級にエントリーしてください。 

             エントリー費納入をもってエントリー完了となることをご注意ください。 

             （締切日≠エントリー入力日）（締切日＝エントリー費納入日） 

             ※コーチ（セコンド）も新データサービスよりエントリーしてください（必須） 

※所属名の表記 ①所属道場・クラブ名 ②在籍学校名 いずれか１つを記載。③在籍学校

名のない選手は団体選手として認めません。 

※選手は指導者と相談の上、申込時に記載してください。 

※エントリーミス（階級間違いなど）は失格とする 

 

15．参 加 費  正加盟団体 選手一人 10,000 円 （傷害保険料含む） 

                 準加盟団体 選手一人 11,000 円  （傷害保険料含む） 

直轄会員  選手一人 20,000 円  （傷害保険料含む） 

 

16．申込期日  2021 年 1 月 24 日（日）必着厳守 

※期日に間に合わない場合受付けいたしません。 

※セコンド、コーチも同様ですので、お気を付けください。 

 

17．注意事項  ①本大会は、COVID-19感染防止対策として、完全無観客にて実施致します。 

    大会会場内ではマスクの常時着用（選手…アップ会場内含む／競技時のみ、選手は 

脱マスクを許可します）、観客席でのソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗いと 

うがい（会場内に消毒液も設置）の徹底協力をお願い致します。 

また声出しによる応援・声援につきましてお控え下さいますようお願い申し上げます。 

②◆映像制作会社による撮影について 

大会の様子は「UNIVAS 」のホームページでライブ配信及びアーカイブ配信が予定

されています。撮影は、競技運営の妨げにならないよう配慮しておりますが、皆様のご

理解とご協力をお願いいたします。 

③◆個人情報の取扱いについて 

大会に出場する選手の情報については、大会プログラムへの掲載（大会プログラムは、

大会関係者以外に一般およびマスメディアに公開する）、会場内での成績表配布や場内

https://m5.members-support.jp/ajta/


アナウンス、加盟団体や関係機関、マスメディア等の報道機関への情報提供、送付（ホ

ームページ掲載を含む）、本協会の公式ホームページ、 Facebook 等の SNS への画

像や映像の掲載を行うことがあります。 

◆選手等の肖像等の取扱いについて 

出場選手及び指導者は、本大会における肖像、映像、氏名等（以下「選手の肖像等」

という）が、公表、報道、放送されることを許諾し、当該肖像等に関し、当協会に使用

等の許諾を与えるものとする。 

 

18．遵守事項   COVID-19 対策として、大会に参加される選手・コーチ（セコンド）は下記事項を 

遵守の上、申込頂きますようお願い申し上げます。 

※下記事項の内、一つでも確認出来ない場合は大会会場への入場は出来ません 

【遵守事項】 

⚫ しくみネットによる事前登録（選手・コーチ） 

⚫ 「同意書（署名・捺印済）」「チェックリスト」の提出 

⚫ 「COCOA」アプリの事前インストール 

※スマートフォンを持っていない方は大会日以前 2週間の行動記録を提出の事 

 

19． 本要項に関する問い合せ先  

一般社団法人全日本テコンドー協会 事務局 

         〒160-0013東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square 601 

         TEL03-6812-9023 

         Email japan2005tkd@ajta.or.jp 

                 競技委員長 長野修士（携帯 090-2711-0003） 

 

 

 

 

mailto:japan2005tkd@ajta.or.jp

