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２０１８．１２．２（Ｓｕｎ）アマチュア キックボクシング＆シュートボクシング ワンマッチ大会 

ストライキングチャレンジ６０＆ＳＢチャレンジ４０ 
【主催】ストライキングチャレンジ事務局  

 

【大会協力団体】一般社団法人シュートボクシング協会・ＤＥＥＰ事務局・ＭＡＸＦＣ ＫＯＲＥＡ・MAXFC JAPAN 
【大会加盟道場】 ・グラップリングシュートボクサーズ名古屋/多治見/豊橋 ・ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ・ＮＥＸイチムエ 

・ＭＡＣＳＧＹＭ・ストライキングジムアレス・スプラッシュ・秀晃道場  

【コンセプト】プロや選手権に通じる大会ではなく、公式試合やトーナメントに出場する技量や経験の足りない練習生から 

トップアマまでが出来るだけ安全に試合経験を積む事のできるワンマッチ大会 

 

【開催日時】 ２０１８年１２月２日（日） 

ＡＭ１０：００・選手集合～計量 ／ ＡＭ１０：４０・ルール説明 ／ ＡＭ１１：００・試合開始 

                 

【開催場所】 公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ 
       

住  所：愛知県名古屋市中区大須 3 丁目 5-15 Tel (052)241-2511(代表)   
       

交  通：「地下鉄」・矢場町 4 番出口 （パルコ東館目前）から徒歩 7 分 

・上前津 8・9 番出口 （上前津交差点）から徒歩 7 分 

：「名鉄バス」・名駅方面行き矢場町 バス停目前 ・栄・引山方面矢場町バス停 

：「市バス」・矢場町・若宮・白川通大津 各バス停より徒歩 5 分以内 

 

【大会内容】 

【ストライキングチャレンジルール カテゴリー】 

・ＳＴＣ①（ビギナーズ）ルール ２分×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドギア、１４オンスグローブ） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な男性で、打撃系格闘技歴２年未満、試合経験５戦以下または２勝以下の方。 

※首相撲やクリンチ状態からの攻撃は一切禁止。 

・ＳＴＣ②ルール ２分×２Ｒ（ヘッドギア、１４オンスグローブ） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な男性。 ※首相撲やクリンチ状態からの攻撃は５秒間有効。 

・ＳＴＣ③ルール ３分×２Ｒ（ヘッドギア、１２オンスグローブ） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な男性。※首相撲やクリンチ状態からの攻撃はレフェリーがブレイクを命じるまで有効。 

・ＳＴＣマスターズルール １分３０秒×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドギア、１４オンスグローブ） 

募集資格：４０才以上の感染症のない健康優良な男性。 ※首相撲やクリンチ状態からの攻撃は一切禁止。 

・ＳＴＣレディースルール ２分×２Ｒ（Ｊｒ.女子用ヘッドギア、５４kｇ以下 10 オンス、５４㎏以上１２オンス） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な女性。 ※首相撲やクリンチ状態からの攻撃は3 秒間有効。 

                     

≪ＳＴＣジュニア≫ 

・中学生：２分×２Ｒ（Ｊｒ.女子用ヘッドギア、１２オンスグローブ） 

募集資格：中学生で感染症のない健康な男女。 ※首相撲やクリンチ状態からの攻撃は3 秒間有効。 

・小学生：１分３０秒×２Ｒ（３５ｋｇ以下：フルフェイス､ボディプロテクタ―､８オンスグローブ） 

（３５ｋｇ以上：Ｊｒ.女子用ヘッドギア､１０オンスグローブ） 

※２５ｋｇ以下はジュニアグローブを使用 
募集資格：小学生で感染症のない健康優良な男女。 ※ルールついては別紙の【ルール】ＳＴＣジュニアをご参照ください。 

小学生は布製レガースを使用します。各自布製レガースをご持参ください。 

 

【シュートボクシングルール カテゴリー】 

・ＳＢ①ルール ２分×２Ｒ（延長２分１Ｒ、ヘッドギア、１４オンスグローブ） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な男性（女性も可。女性は１２オンスグローブ）。 

・ＳＢ②ルール ３分×２Ｒ（延長３分１Ｒ、ヘッドギア、１２オンスグローブ） 

募集資格：高校生以上の感染症のない健康優良な男性（女性は不可）。 

※いずれのカテゴリーも対戦相手の都合上、希望ルールに添えない場合があります。 
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【募集階級】（ストライキングチャレンジ、シュートボクシング共通） 

ミニマム級＝４８㎏以下 フェザー級＝６０㎏以下 ミドル級＝７６㎏以下 ヘビー級＝９１㎏以上 

フライ級=５２㎏以下 ライト級＝６５㎏以下 ライトヘビー級＝８３kg 以下  

バンタム級＝５６㎏以下 ウェルター級＝７０㎏以下 クルーザー級＝９１kg 以下  

 
※女性､ジュニアクラスにつきましては階級ではなく､学年､体重､経験を考慮して対戦を決定いたします。 

 

【出場資格】 小学生以上の感染症のない健康優良な選手。 
※１､男女問わず。また２０歳未満の方は保護者のサインが必要です。 

※２､参加者にはスポーツ保険の加入を義務づけます。各個人の加入に関してはあくまで参加者本人の責任とします。 

  大会中の負傷に関しては大会ドクターが応急処置を行いますが、その後の治療に関しては各個人のスポーツ保険にて対応していただくものとします。 

                                  

【参加費】  中学生以上の男女4.000 円 / 小学生3.000 円  

※対戦相手不在の場合は出場費を全額返金致します。 

※申込後の出場キャンセルによる返金は如何なる理由があろうとも一切受け付けません。予めご了承ください。 

また出場費の当日払いは出場費＋１.０００円となりますので、必ず現金書留にてお申込み下さい。 

 

 

【応募締切】 ２０１８年１１月１９日 月曜日（必着 ） 

【応募方法】 出場希望者は、参加申込書に必要事項をすべて記入し、出場費を同封の上、必ず期日までに 

現金書留にて下記住所まで郵送して下さい。(現金書留以外の申込は原則として受付致しません) 

※注意：出場費の当日払いは出場費＋１.０００円となりますので、必ず現金書留にてお申込み下さい。 

 

【申込先】ＧＳＢ名古屋：〒458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭 1-1507 TEL：０５２-８９３-０２２２ 

【大会に関するお問合わせ】TEL：０５７２-２２-６５６６（ＧＳＢ多治見）又は０９０-７８５１-８６８８（梶田） 

 

― ― ― ―  各カテゴリーのルール  ― ― ― ― ― 

必ずご確認ください。 

 

 

【ルール】：ストライキングチャレンジ（ＳＴＣ①②③・ＳＴＣマスターズ・ＳＴＣレディース） 
 

試合時間 
・ＳＴＣマスターズ １分３０秒×２Ｒ  ・ＳＴＣ➀､ＳＴＣ②､レディース ２分×２Ｒ 

・ＳＴＣ③３分×２Ｒ  いずれもインターバル１分、延長戦は行わない 

有効技 ・パンチ・キック・膝蹴り(頭部を除く） 

反則 

・頭部への膝蹴り・肘を使った攻撃・頭突き・関節蹴り・ローブロー 

・投げ技（タックルを含む全ての投げ技）・関節技・故意による場外 

・その他レフリーが危険と判断した行為 

・反則はレフェリーの判断により減点１ 

首相撲や 

クリンチからの

攻撃 

・ＳＴＣ①、ＳＴＣマスターズルールは首相撲や､クリンチからの攻撃は一切禁止。 

蹴り足キャッチ後の攻撃は一切禁止。 

・ＳＴＣ②ルールは５秒間有効。ＳＴＣレディースは３秒間有効。 

・ＳＴＣ③ルールは首相撲の展開における制限は無し。 

・ＳＴＣ②､ＳＴＣ③､レディースクラス、共に蹴り足キャッチ後の攻撃は１発まで。 

グローブ 
・ＳＴＣマスターズ/ＳＴＣ①/ＳＴＣ② １４オンスグローブ 

・ＳＴＣレディース（54ｋｇ以上）/ＳＴＣ③ １２オンスグローブ 

・ＳＴＣレディース（54ｋｇ以下） １0オンスグローブ 
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防具 

・ＳＴＣマスターズ/ＳＴＣ① フェイスガード付きヘッドガード  

・ＳＴＣ②､ＳＴＣ③ ヘッドガード 

・ＳＴＣレディース Ｊｒ.レディース用ヘッドガード 

・膝当て（布製）・レガース 

試合用具 
（選手が用意すべき

物） 

・トランクスｏｒスパッツ（ポケットや金具が付いているものは不可） 

・マウスピース ・バンテージ ・ファールカップ ・膝当て（布製） 

・固定用の白いテーピングまたはビニールテープ 

（主催者が用意する

物） ・試合用グローブ ・試合用ヘッドガード ・試合用レガース 

 

「試合判定の分類」 
① 「判定」・ノックアウトによる勝敗が決しない場合､３名のジャッジによる採点を行い､２名以上のジャッジが同一の選手を 

支持する場合に勝敗を決する。 

② 「ＫＯ」・ダウンして５カウント以内に立ち上がり､ファイティングポーズを取れない場合､また闘う意思が無いと判断された場合。 

 

③ 「ＴＫＯ」・負傷（原因が双方の偶発性による場合）の為､試合続行不可能と判断された場合。 

        ・１Ｒ中に２回のダウンがあった場合。 ・セコンドのタオル投入。 

 

【ルール】：シュートボクシング（シュートボクシングチャレンジ特別ルール） 

 

 

「投げ技、関節、絞め技 採点基準」 
・投げられる側の両足が完全にマットから離れ、投手の腰よりも高い位置を通過して背面からマットに落ちる前面、後面（Ｂのみ）の投げ技に対し、

レフェリーが「シュート」コールした場合にのみシュートポイントが与えられる。 

・両選手の両足の裏の以外がマットに着いていない状態で、技により確実なダメージとなり脱出が困難な状態に対しレフェリーが「キャッチ」コール

した場合のみキャッチポイントが与えられる。 

 

試合時間 

ＳＢ①ルール・２分×２Ｒ（延長２分１Ｒ） 

ＳＢ②ルール・３分×２Ｒ（延長３分１Ｒ） 

・ＳＢ①、ＳＢ②共にインターバル１分 

※本戦で勝敗が着かない場合は、インターバル後に１Ｒの延長戦を設ける 

 ・延長戦は勝敗が必ず着くマスト判定で行う 

有効技 

（ＳＢ①ルー

ル） 

「打撃」パンチ・キック、膝蹴り(頭部を除く） 

「投げ技」一本背負い、背負い投げ、払い腰、タックルからの投げ等、前方への投げ技。  

有効技 

（ＳＢ②ルー

ル） 

「打撃」パンチ・キック・ひざ蹴り（頭部を除く） 

「投げ技」前方への投げに加え、バックドロップ、スープレックス等、後方への投げ技。 

「絞め技」フロントチョーク、バックチョーク等、絞め技。 

「関節技」アームロック、アームバー等、関節技。 

反則 

・頭部への膝蹴り・肘による攻撃・頭突き・関節蹴り・ローブロー 

・倒れている相手への攻撃・故意による場外 

・あらゆる関節技、絞め技（Ｓ②ルールのみ有効） 

・あらゆる後方への投げ技（Ｓ②ルールのみ有効） 

・あらゆる攻防に於いて足の裏以外をマットに付ける行為 

・その他レフリーが危険と判断した行為 

・反則はレフェリーの判断により減点１ 

グローブ ＳＢ①・１４オンスグローブ  ＳＢ②・１２オンスグローブ 

防具 ＳＢ①、ＳＢ②共にヘッドガード、膝当て、レガース 

試合用具 

（選手が用意す

べき物） 

・スパッツ（シュートボクシングの競技ユニフォームスパッツ着用を義務付けています） 

・マウスピース・バンテージ・ファールカップ・膝当て（布製） 

・固定用の白いテーピングまたはビニールテープ 

（主催者が用意す

る物） 
・試合用グローブ・試合用ヘッドガード・試合用レガース 
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「シュートポイント＆キャッチポイント」 
・シュートポイントはいかなる投げ技も１Ｐ。キャッチポイントはいかなる関節､絞め技も１Ｐ。 

 

「試合判定の分類」 
「判定」： ・ノックアウトによる勝敗が決しない場合､３名のジャッジによる採点を行い､２名以上のジャッジが 

同一の選手を支持する場合に勝敗を決する。 

・本戦で勝敗が着かない場合は、インターバル後に１Ｒの延長戦を設ける。 

・延長戦は勝敗が必ず着くマスト判定で行い、延長戦のみの優劣で勝敗を決する。 

「ＫＯ」： ・ダウンして５カウント以内に立ち上がり､ファイティングポーズを取れない場合､また闘う意思 

が無いと判断された時。 

「ＴＫＯ」：・負傷（原因が双方の偶発性による場合）の為､試合続行不可能と判断された場合。 

・１Ｒ中に２回のダウンがあった場合。 

・１Ｒ中に５回のシュートポイントがあった場合。 

・セコンドのタオル投入。 

 

 

【ルール】：ＳＴＣジュニア（小学生・中学生） 
 

 
※組み合わせの都合上､学年、体重が下の子と組まれる場合があります。 
例)：３４ｋｇと３６ｋｇとの組み合わせや小学６年生と中学１年生との組み合わせ等。 

この場合は下の体重、学年の子のカテゴリーにて行います。あらかじめジム､道場代表者様には連絡いたします。 

 

「試合判定の分類」 
① 「判定」 ノックアウトによる勝敗が決しない場合､３名のジャッジによる採点を行い､２名以上のジャッジ 

      が同一の選手を支持する場合に勝敗を決する。 

② 「ＫＯ」 ダウンして５カウント以内に立ち上がり､ファイティングポーズを取れない場合､また闘う意思 

が無いと判断された時。 

③ 「ＴＫＯ」・負傷（原因が双方の偶発性による場合）の為､試合続行不可能と判断された場合。 

       ・１Ｒ中に２回のダウンがあった場合。 ・セコンドのタオル投入 

 

 

 小学生 中学生 

試合時間 
１分３０秒×２Ｒ インターバル１分 

延長ラウンドは無し 

２分×２Ｒ インターバル１分 

延長ラウンドは無し 

グローブ 
（主催者側用意） 

－２５ｋｇ ・ジュニアグローブ 

－３５ｋｇ ・８オンスグローブ 

＋３５ｋｇ ・１０オンスグローブ 

１２オンスグローブ 

ヘッドギア 
（主催者側用意） 

－３５ｋｇ ・フルフェイスヘッドガード 

＋３５ｋｇ ・Ｊｒ.レディース用ヘッドガード 
Ｊｒ.レディース用ヘッドガード 

胴体 
（主催者側用意） 

－３５ｋｇ ・ボディプロテクター着用 

＋３５ｋｇ ・ボディプロテクター無し 
ボディプロテクター無し 

レガース 布製レガース（各自持参） 一般用レガース（主催者側用意） 

首相撲や  

クリンチから

の攻撃 

－３５ｋｇ・首相撲､クリンチからの攻撃一切禁止。 

＋３５ｋｇ・首相撲､クリンチからの攻撃は３秒間有

効。蹴り足キャッチ後の攻撃は１発まで。 

首相撲､クリンチからの攻撃は３秒間有効。蹴り足キャッ

チ後の攻撃は１発まで。 

反則 

小学生（全学年）は回転系の攻撃（バックハンドブロー・後ろ回し蹴り等）は一切禁止。 
 

以下、小学生､中学生共通 

・頭部への膝蹴り・肘を使った攻撃・頭突き・関節蹴り・ローブロー 

・投げ技（タックルを含む全ての投げ技）・関節技・故意による場外 

・その他レフリーが危険と判断した行為 

・反則はレフェリーの判断により減点１ 
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【注意事項】  
 

①グローブを着用し頭部を殴ることが可能な競技です。不慮の事故を防ぐために、参加選手は無理な減量を行ったり、睡眠不足などの体調不良な状態

で試合に臨むことは絶対に避けて下さい。脱水症状やそれに近い状態では事故が起きやすいという医学的なデータがあります。またアルコールの摂取

も脱水症状に近い状態を身体に作り出します。試合前（できれば１週間以上前）、および試合直後の飲酒、暴飲暴食は必ず控えて下さい。また試合前

（２ヶ月程度）の練習または試合で、ノック・ダウンしたり投げ技などで頭部を強打した選手は、目に見えないダメージが蓄積している場合があるた

め、その出場を認めません。試合後に頭痛や吐き気などの異常を感じた場合は、すみやかに医療機関にて診察を受けるとともに、主催者までその旨連

絡して下さい。 

②練習中の負傷などで欠場となる場合は、その旨を主催者まですみやかに連絡して下さい。欠場となる場合には後日（試合前日までに）医師の診断書

を提出していただきます。診断書の未提出や連絡なしの欠場は、以後の試合出場が制限される場合があります。 

③試合出場に際しては、格闘技経験のあるセコンドが最低１名以上つくことが必要となります。セコンドのいない選手の大会出場は認めません。 

④オイル、グリス等の油脂類及び不快な臭いのする薬品類や化粧品類、整髪料の身体や頭髪へ塗布は攻防の妨げとなる為禁止します。 

 

注意０１．選手の着衣は試合中に攻防の妨げとならず、攻撃に対し防護とならないトランクス、タイツ、スパッツとします。 

注意０２．足は素足とし、シューズの装備は不可とします。 

注意０３．ニーパットは清潔な物を使用して下さい。不衛生な物や、不快な匂いのする物は使用不可とします。また薄くなっているものや破れている

もの、ズレやすいものなども使用を認めません。 

 

【その他】 Ａ．撮影した記録映像の貸し出し、およびダビングなどは一切行いません。映像記録が欲しい方は各自で撮影して下さい。 

また試合進行の妨げとなった場合、撮影を中止していただくことがあります。 

              Ｂ．いかなる理由があっても一度提出した書類、出場費は一切返却しません。 

 

 

【申込先】ＧＳＢ名古屋：〒４５８-００１６ 愛知県名古屋市緑区上旭１－１５０７  

ＴＥＬ：０５２-８９３-０２２２ / ＦＡＸ：０５２-８８０-２２１０ 

 

【大会に関するお問合わせ】TEL：０５７２-２２-６５６６（ＧＳＢ多治見）又は０９０-７８５１-８６８８（梶田） 

 

 


