
平成 18年 度 第 23回 野田市民レスリング競技大会

兼 2006中 央日本ジュニアエリー ト大会     実施要項

1、主 催  野田市レスリング協会

2、 共 催  千葉県レスリング協会

3、 主 管  中央日本ジュニアレスリング連盟

4、 後 援  (財 )日 本 レスリング協会 千葉県体育協会 野田市教育委員会 野田市体育協会

キッコーマン (株)キ ノエネ醤油 (株)矛 J根コカ ・コーラボ トリング (株)

野田市レスリング育成会

5、 期 日  平成 18年 8月 20日 (日)

6、 会 場  野田市総合体育館    {東 武野田線 清水公園駅下車 徒歩 7分 )

〒278-0043  野田市清水 958番 地  TEL 0 4(7125)1155

7、 参加資格
(1)健 康診断を受け、健康を証明された小学校、中学校の児童、生徒。
(2)ス ポーッ障害保険に加入していること。

8、 試合方法

(1)ス クールボーイの部については、 FILA競 技規定による少年の部ルールにて、フリースタ

イルのみ行う。キッズの部については、少年レスリング規定に基づく。 {一部ローカルルー

ル採用)
(2)各 部とも単純 トーナメントの方式で行う。 3位決定戦も行う。 (敗者復活戦の方式は行わな

い 。 )

(3)シ ングレットは、赤 ・青を用意し、レスリングシューズ着用し、靴組はテープ等で固定する

こと。 (キッズの部についてはアンクルバンドの着用は不可とする)
(4)靴 下は自、自ハンカチを用意すること。
(5)ス ポーツ傷害保険などに加入のこと。

(当日の試合における怪我等の応急処置は行ないますが、後日通院などにかかる費用につい

ては責任を負いかねますので、あらかじめご了承お願いします。)

9、競技規定
(1)キ ッズの部 (低学年の部)

①小学生 (1年 生～ 3年 生 ・男女共通)

②ルール ・少年レスリング規定に基づく。

③クラス ・20・ 22・ 24・ 26・ 28・ 30・ 33・ 36・ 39・ +3 9KG級
(3 9KG級以上は申込状況で階級を設定する。)

④試合時間 。1分 30秒 2R(30秒 のハーフタイム)

⑤赤と青のシングレットを用意すること。

(2)キ ッズの部 (高学年の部)

①小学生 (4年生～6年生 ・男女共通)

②ルール ・少年レスリング規定に基づく。

③クラス ・24126・ 28・ 31・ 34・ 37・ 40・ 44・ 48・ +4 8KG級
(4 8KG級以上は申込状況で階級を設定する。)

④試合時間 ・2分 2R(30秒 のハーフタイム)

⑤赤と青のシングレットを用意すること。



(3)ス クールボーイの部

①中学生 (男女共通)
②ルール・FILAル ールによる。
③クラス・38・ 42・ 47・ 53・ 59・ 66・ 73・ 85・ +85kg級 (9階級)
④試合時間・2分 3セ ットマッチ (30秒 のハーフタイム)
⑤赤と青のシングレットを用意すること。

1 0、計 量

(1)第 一次計量を、 8月 19日 (土)試 合会場にて、各部 16:00～ 17:00ま で行 う。

(2)第 二次計量を、 8月 20日 (日)試 合会場にて、各部 8:30～  9:00ま で行 う。

※ 1、 計量は 19日 、 20日 のうち 1回 パスすれば結構です。

2、 計量時の服装はユニフォームにて行 う。 (キッズの部は-200gと する)

3、 計量は厳正に行 う。計量に失格 した選手、又は遅刻等で失格 した選手は、 トーナメン ト

に入れませんので、事務局で親善試合を設定 します。

11、日 程
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12、表彰
(1)優 勝者等に賞状 ・メダルを授与する。
(2)優 れた成績 (試合内容)選 手に優秀選手賞を授与する。
(3)出 場選手に参加賞を授与する。

申し込み方法

平成 18年 7月 26日 (水)ま でに申し込み用紙に必要事項を記入の上、下記まで郵送のこと。

FAXで の受付は致 しません。参加料は平成 18年 7月 26日 (水)ま でに、下記口座に振 り込

むこと

`

【郵送先】

〒270-0213 千葉県野田市桐 ヶ作 418

千葉県野田市立二川中学校内  古矢 浩祥 宛

TEL 04(7196)0004

携帯 090-4393-8784

【参カロ料】

キッズの部        1人    2、 000円

スクールボーイの部    1人    2、 000円

【振込先】

『千葉銀行 野田支店』

口座番号 『普通預金 3390172』

口座名義 『野田市レスリング協会』宛

※お弁当の代金は当日受付となりますので、振り込まないてください。


