Kickboxing １day トーナメント
主催 DEAD HEAT 実行委員会
会場

ADASTRIA MITO ARENA

日時

令和３年６月２０日(日)

茨城県水戸市緑町 2 丁目３番１０号
計量９：００～ 試合開始１０：００（予定）

階級
※ジュニアトーナメント （試合当日中学生以下、男女混合） 12oz グローブ
□31kg 以下 □34kg 以下 □37kg 以下 □40kg 以下 □43kg 以下 □46kg 以下 □
準々決勝・準々決勝 60 秒 2 ラウンド・インターバル 45 秒
決勝戦 90 秒 2 ラウンド・インターバル 60 秒 延長 1 ラウンド（個人の入場曲有り）
※一般女子トーナメント・ジュニア女子の参加 OK 12oz グローブ
□43kg 以下 □46kg 以下 □50kg 以下 □54kg 以下 □58kg 以下 □62kg 以下
準々決勝・準々決勝 60 秒２ラウンド・インターバル 45 秒・
決勝戦 90 秒 2 ラウンド・インターバル 60 秒 延長 1 ラウンド（個人の入場曲有り）
※一般男子トーナメント・ジュニア男子の参加 OK 16oz グローブ
□46kg 以下 □50kg 以下 □54kg 以下 □58kg 以下 □62kg 以下 □67kg 以下
□72kg 以下 □76kg 以下 □80kg 以下 □85kg 以下 □90kg 以下 □95kg 以下
□100kg 以下 □100kg 以上
準々決勝・準々決勝 90 秒２ラウンド・インターバル 45 秒・
決勝戦 120 秒 2 ラウンド・インターバル 60 秒 延長 1 ラウンド（個人の入場曲有り）
※アマチュアトーナメント参加費 一般男子 7.000 円・一般女子、ジュニア 6.000 円
※申し込み締切日 令和３年６月５日（土）
トーナメント開催決定の有無は６月１３日、ホームページにて発表致します。
（トーナメントの試合組合せは当日に本人の抽選により決定する。）
※トーナメントは１日３試合を８人で行いますが、応募が８人に満たない場合は中止。中止の場合は御連絡
の上ワンマッチへ移行を御願い致します。応募者が８人を超えた場合は、戦績（勝率・勝数）上位者を優先し、
組合せは大会当日に本人の抽選にて決定します。準々決勝・準決勝の勝者が負傷欠場の場合は、その対
戦者が次戦に進出する。準々決勝・準決勝はラウンドマスト方式で勝敗を決め延長なし。
決勝戦でのみ引分け判定の場合は延長１R マスト方式で勝敗を決定する。
グローブは主催者が用意し、ジュニア及び一般女子は 12oz、一般男子は 16oz を使用する。
※但し、一般男子トーナメントに参加するジュニア選手は 16oz を使用する。
各階級トーナメント優勝者には DEAD HEAT 実行委員会より、優勝者メダル、チャンピオンＴシャツ、
優勝賞金(ジュニア 現金２万円・一般女子 現金３万円・一般男子 現金５万円)が贈られます。
上記の各クラスは、一般は高校生（試合当日）以上。男子は 16 オンスグローブ、
ジュニア（試合当日中学生以下）及び一般女子は 12 オンスグローブを主催者が用意した物を使用する事。
トーナメント出場選手はマウスピース、バンテージ、膝パット、ファウルカップ、レガース、ヘッドギア、
キックボクシングトランクス、Ｔシャツ等を各自で用意持参して着用する事。
ヘッドギア、及び女子アブスメントガードの着用は各選手個人の任意とする。

DEAD HEAT
KICKBOXING アマチュアトーナメント申込書
＊署名は自筆で正確に書き、未成年者は必ず保護者の署名・押印・名前のフリガナを必ず御願い致します。
＊トーナメントは８人で行い８人に満たない場合は中止。８人を超えた場合は戦績（勝率，勝数）の上位
者を優先し選抜する。対戦組合せは当日、本人の抽選にて決定する。
トーナメン中止の場合は御連絡の上、ワンマッチへの移行を御願い致しますので、御希望の
ワンマッチクラスにチェックを御願い致します。
※プロ経験者のトーナメント参加は不可。
※宣誓
私は本大会出場にあたり、本大会ルール及び規約を理解遵守し、正々堂々と闘う事を誓います。
また本大会における勝敗の判定結果に関して一切の異議申し立てをせず、試合に於ける如何なる問題や
事故（負傷または死亡、後遺症等）が生じた場合にも自己責任として主催者（実行委員会及び関係者）に
一切の責任を追及せず、本申込み書に戦績等の虚偽記載が無い事を誓約致します。
申込日 令和
年
月
日
フリガナ
（希望者）
申込者氏名
印 リングネーム
フリガナ
保護者氏名
印 （選手未成年者）
身長
㎝ ・通常体重
㎏ ・性別 【男・女】 ・血液型
型
生年月日 西暦
年 月 日 (満
歳)
・構え：オーソドックス・サウスポー
格闘技歴：種目・戦績（
） 年 月： 勝 敗 分・（
） 年 月： 勝
住所：〒
・
電話番号：
選手携帯番号：
所属ジム：
所属ジム電話
代表者氏名
代表者電話番号
所属ジム住所：〒
・
階級 ＊下記の希望する階級に必ずチェックを付けて下さい。
※ジュニアトーナメント （試合当日中学生以下、男女混合） 12oz グローブ
□31kg 以下 □34kg 以下 □37kg 以下
□40kg 以下 □43kg 以下

□46kg 以下

※一般女子トーナメント・（ジュニア女子の参加 OK） 12oz グローブ
□43kg 以下 □46kg 以下
□50kg 以下
□54kg 以下

□62kg 以下

□58kg 以下

敗

分

※一般男子トーナメント・（ジュニア男子の参加 OK） 16oz グローブ
□46kg 以下 □50kg 以下 □54kg 以下 □58kg 以下 □62kg 以下 □67kg 以下
□72kg 以下 □76kg 以下 □80kg 以下 □85kg 以下 □90kg 以下
□95kg 以下
□100kg 以下 □100kg 以上
ワンマッチ移行希望クラス
□E-クラス 60 秒 １ラウンド
□D-クラス 60 秒 ２ラウンド・インターバル 45 秒
□C-クラス 90 秒 ２ラウンド・インターバル 45
□B-クラス 120 秒 ２ラウンド・インターバル 45 秒
□A-クラス 120 秒 ３ラウンド・インターバル 60 秒
□S-クラス 150 秒 ３ラウンド・インターバル 60 秒 （個人入場曲有）
（S-クラスはアマチュアルールとするが 膝パット、レガース、ヘッドギアの着用は禁止する。）
□ １日 2 試合可能 □傷害保険加入（ワンマッチ参加時のみ有効） ※申し込み締切日 令和３年６月５日（土）

参加費
ワンマッチ出場者
ジュニア（中学生以下）
一般女子
一般男子（高校生以上）
※傷害保険加入金

４０００円
４０００円
５０００円
５００円

トーナメント出場者
ジュニア（中学生以下）
一般女子
一般男子（高校生以上）

６０００円
６０００円
７０００円

○ワンマッチに移行された方には参加費差額を御返致しますので
大会当日、受付に御申し出下さい。

大会参加選手傷害保険加入
※傷害保険
この度、あいおいニッセイ同和損害保険との提携により、本大会出場者の一日損害保険に加入が
可能になりましたが、保険会社の規約により賞金トーナメント参加者の加入は出来ませんので、
御了承下さい。
※申込用紙には記載漏れの無いように、また氏名欄には必ずフリガナを御願い致します。
未成年者の御記入に不安のある方は保護者の代筆にて御記入下さい。
※個人（無所属・フリー）での参加も歓迎いたしますが必ずセコンド 2 名の帯同を御願い致します。

※参加費は申込用紙と共に現金書留にて
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 1977-1
DEAD HEAT 実行委員会事務局
まで御郵送下さい。
主催

DEAD HEAT 実行委員会
代表者 遠藤 裕之

TEL080-5042-1911・FAX029-246-2019
御問い合わせメール deadheat2018@gmail.com

