202２．５．２２（Ｓｕｎ）名古屋市中区矢場町交差点若宮大通公園【野外特設リング】

【NAGOYA FIGHT FES 2021 VOL.７ 】
ストライキングチャレンジ 7５＆コンテンダーズリーグ１５/シュートボクシングチャレンジ
ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント 202２
【主催】ストライキングチャレンジ事務局 / ＭＡＸＦＣ ＪＡＰＡＮ/シュートボクシング協会中部部事務局
グラップリングシュートボクサーズ ネックススポーツスプラッシュ
【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 （株）公武堂
【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/グラップリングシュートボクサーズ大須 MACS・グラプリングシュートボクサーズ
多治見 スプラッシュ・ＮＥＸＳＰＯＲＴＳ・ＮＥＸイチムエ MCN マーシャルアーツクラブ中津川

【コンセプト】
〇ストライキングチャレンジ：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

〇コンテンダーズリーグ：ＭＡＸＦＣ ＪＡＰＡＮプロモーション選手の選考/育成/キャリアアップ
〇シュートボクシングチャレンジ 202２.３月 6 日/7 月 24 日/11 月 20 日に開催予定、知県ホテルプラザ勝川で行わ
れるシュートボクシングプロ興行ヤングシーザ―カップセントラル出場査定試合として
【開催日時】

２０２２年５月２２日（日）

ＡＭ１０：００・各ジム指定場所集合～計量 ／

ＡＭ１１：００・試合開始

【計量会場】
●1 部 ジュニアは試合前防具装着前の直前計量を行います
衣類装着の状態で契約体重による測定とします。
※過度な減量は禁止とします、測定時、契約の体重をオーバーされないよう管理ください。
ジム代表者様は選手健康管理をよろしくお願いいたします。契約階級リミットで計量します。
●2 部

一般/レディース/マスターズ 会場内計量スペースでジムごとの計量となります

契約階級リミットでの計量となります
※過度な減量は禁止とします、測定時、契約の体重をオーバーされないよう管理ください。

【会場】名古屋市中区矢場町名古屋高速高架下【若宮大通公園若宮広場】特設リング
公武堂タイガーホールは使用いたしませんのでお間違えないようよろしくお願いいたします
(代表)STC 事務局/グラップリングシュートボクサーズ名古屋
【Tel】 (052)893-0222【担当ツボイ】080-1620-7212 info@gsb-nagoya.com
■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
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【エントリー費】
●ワンマッチ STC7５ ●シュートボクシングチャレンジ●コンテンダーズリーグ

一般男性/女性５.０００円 /
小.中学生 ４.０００円
●ＳＴＣＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰトーナメント 参加費 ７，０００円
■Jr.-３０kg 級

■Jr.-４０kg 級

■マスターズ -７０㎏級～75 ㎏級

3 階級

※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。
※対戦相手不在の場合は出場費を全額返金致します。

【応募締切】 ２０２２年

５月 ９日 月曜日（必着）

【応募方法】 ■エントリー費
１・指定振込み口座へお振込み ２・現金書留で事務局へ郵送
■エントリー出場申込用紙 1 メール/FAX での添付 ２・現金書留と同封
1 か.2 どちらかの手段で各ジム代表者様がおまとめの上、エントリーください。
※注意：出場費の当日支払や応募締め切り後のエントリー受付をする場合、
出場費＋１.０００円となりますので、必ず現金書留もしくは御振込にてお申込み下さい。
当日のお支払いは現金及び PAYPAY/aupay でのお支払いとなります
※感染防止策などに準じて開催を進めるうえで対戦カード数に制限が出る可能性があります。
エントリー順にマッチメークを行いますため、お早めにエントリーよろしくお願いいたします。
【エントリー申込先】
書類/エントリー費送付先：STC 事務局（グラップリングシュートボクサーズ名古屋）
：〒458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭 1-1507
TEL：０５２-８９３-０２２２

FAX：052-880-2210

エントリー費振込指定口座
【振込口座】●愛知銀行 笠寺支店 普通 2061990 ド）ダブリユデイーエス
●瀬戸信用金庫 中村支店 普通 0220819 ツボイアツヒロ
【大会に関するお問合わせ】TEL：052-893-0222GSB 名古屋 /
080-1620-7212 事務局代表ツボイ
■大会エントリーされる各ジム代表者、関係者様へ■
202２年もコロナ禍での大会開催となります。主催運営として徹底したコロナウィルス感染防止対策を実施して大
会開催に尽力致しますが大会にエントリーされる皆様の協力ありきの大会となります。
沢山の感染防止対策に対するルールに沿って運営していかなければなりませんがご理解、ご協力の程よろしくお願
いいたします。
STC/NAGOYAFIGHTFES 事務局
シュートボクシング協会中部/MAXFCJAPAN 事務局
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🔴🔴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/レガース）
●首相撲やクリンチ状態からの攻撃、蹴り足を掴んでからの攻撃は一切禁止
【募集資格】
：
●高校生以上の感染症のない健康優良な男性
●打撃系格闘技歴 1 年未満、試合経験５戦以下または２勝以下の方。
■ＳＴＣ②ルール
２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４オンスグローブ/レガース）
●首相撲やクリンチ状態からの攻撃は５秒間、蹴り足を掴んでからの攻撃は一回につき一度有効。
【募集資格】
：
●高校生以上の感染症のない健康優良な男性。
■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/レガース）

●首相撲やクリンチ状態からの攻撃、蹴り足を掴んでからの攻撃は一切禁止。
【募集資格】
：
●４０才以上の感染症のない健康優良な男性。
■ＳＴＣレディースルール
２分×２Ｒ フェイスガード無しヘッドギア、●５４kｇ以下 10 オンス●５４㎏以上１２オンス/レガース）
【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 ルール

🔴🔴

【中学生】
：２分×２Ｒ（フェイスガードなしヘッドギア/１２オンスグローブ/レガース）
●首相撲やクリンチ状態からの攻撃、蹴り足を掴んでからの攻撃は 3 秒間有効。
【募集資格】
：
●中学生で感染症のない健康な男女。
※場合による小学生と中学生とのマッチメークが行われる場合、中学生に合わせたルールでの試合となります。
【小学生】
：１分３０秒×２Ｒ ※防具類は感染防止対策としてすべて各ジム/個人で用意したものを使用します。
●３５ｋｇ未満：フルフェイスヘッドガード/ボディプロテクタ―/6 オンス-８オンスグローブ/布製シンガード
●３５.0ｋｇ以上：フェイスガードなしヘッドギア/１０オンス-12 オンスグローブ/布製シンガード
●２５ｋｇ以下：拳の寸法に合うジュニアグローブ 4 オンス-6 オンスを使用ください

※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。
【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ジュニアを参照ください。
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■シュートボクシングチャレンジ（ワンマッチ）■
※202２.ホテルプラザ勝川シュートボクシング/MAXFCJAPAN 名古屋興行選考試合となります。
【ＳＢＣルール】
：2 分×2Ｒ(延長 1Ｒ※マスト判定)
●フェイスガード無しヘッドガード/１２oz グローブ/レガース
●シュートボクシングセントラル」ルール採用 ※ルール別紙参照。
【募集資格】 ●感染症のない健康優良な男女 ●試合経験５戦以上または２勝以上

■コンテンダーズリーグ

カテゴリー■

※ルールは以前のＳＴＣ③ルールと同様。
※202２.ホテルプラザ勝川シュートボクシング/MAXFCJAPAN 名古屋興行選考試合となります。
・コンテンダーズルール一般男子 ３分×２Ｒ（ヘッドギア無し、１２オンスグローブ）
●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。
【募集資格】●高校生以上の感染症のない健康優良な男性。●試合経験５戦以上または２勝以上の方。
・コンテンダーズルール一般女子 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１２オンスグローブ）●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。
【募集資格】●高校生以上の感染症のない健康優良な女性。●試合経験５戦以上または２勝以上の方。
※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。
あらかじめご了承ください。
【募集階級】
【ストライキングチャレンジ、コンテンダーズリーグ共通】
・STC 階級別↓
●ミニマム級：-４８㎏ ●フライ級：-５２㎏ ●バンタム級：-５６㎏ ●フェザー級：-６０㎏
●ライト級：-６５㎏

●ウェルター級：-７０㎏ ●ミドル級；-７６㎏ ●L. ヘビー級；-８３㎏

●クルーザー級；-９１kg ●ヘビー級；＋91 ㎏～
【募集階級】【シュートボクシングチャレンジ】
●-52ｋｇ●-55ｋｇ●-６０㎏●-65 ㎏●-70 ㎏●-75 ㎏ ●+75-85 ㎏ ●+85 ㎏-95 ㎏

●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。
●女性、ジュニアクラスのトーナメントにつきましては、階級の設定をさせて頂きます。
【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または各個人加入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/救護班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
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―

―

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・コンテンダーズリーグ
（ＳＴＣ①､② ・ＳＴＣマスターズ ・ＳＴＣレディース ・コンテンダーズルール）
■ＳＴＣマスターズ ＝ １分３０秒×２Ｒ
試合時間

有効技

反則

首相撲や
クリンチからの
攻撃

グローブ

防具

■ＳＴＣ➀/ＳＴＣ②/ＳＴＣレディースコンテンダーズルール（女性）＝ ２分×２Ｒ
■コンテンダーズルール男性 ＝ ３分×２Ｒ
※いずれもインターバル１分、延長戦は行わない
・パンチ・キック・膝蹴り(頭部を除く）
・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
■ＳＴＣ①：ＳＴＣマスターズルール
首相撲や､クリンチからの攻撃は一切禁止。
■ＳＴＣ②ルール：
５秒間有効。ＳＴＣレディースは３秒間有効。
■コンテンダーズルール：
首相撲の展開における制限は無し。
●ＳＴＣ②､レディースクラス、コンテンダーズルール、共に蹴り足キャッチ後の攻撃は１発まで。
STC１ルールのみ蹴り足キャッチ後の攻撃は一切禁止。

■ＳＴＣマスターズ/ＳＴＣ①/ＳＴＣ②
１４オンスグローブ
■コンテンダーズルール/ＳＴＣレディース（54ｋｇ以上）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
●ＳＴＣマスターズ､ＳＴＣ①
＝ フェイスガード付きヘッドガード
●ＳＴＣ②､コンテンダーズルール ＝ フェイスガード無しヘッドガード
●ＳＴＣレディース
＝ フェイスガード無しヘッドガード
全カテゴリー共通
膝当て（布製） ・レガース

・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）
・T シャツ/ラッシュガード（上半身裸 OK とする）
試合用具
・マウスピース ・バンテージ ・ファールカップ ・膝当て（布製）
（選手/各ジムが ・固定用の白いテーピングまたはビニールテープ
用意すべき物） ・グローブ ・試合用ヘッドガード ・試合用レガース
※感染防止対策に基づき防具類の使いまわしは禁止とさせていただきます
各個人、各ジムで出場カテゴリーで必要な防具類の準備をお願いいたします。
「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。
①「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。
②「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。

5/10

【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/相談をさせていただきます。
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）・T シャツ/ラッシュガード（上半身裸 OK とする）・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・グローブ ・試合用ヘッドガード ・試合用レガース
※感染防止対策に基づき防具類の使いまわしは禁止とさせていただきます。各個人、各ジムで出場カテゴリーで必要な防具類の準備をお
願いいたします。
「ＳＴＣジュニア（小学生・中学生）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

試合時間

小学生

中学生

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以下 4 オンス-６オンスグローブ
●－３５ｋｇ未満 ８オンス-10 オンスグローブ
●＋３５ｋｇ以上 １０オンス-12 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）
胴体
（主催者側用
意）

●－３５ｋｇ未満 フルフェイスヘッドガード
●＋３５ｋｇ以上フェイスガード無しヘッドガード

フェイスガード無しヘッドガード

レガース
首相撲や
クリンチからの
攻撃

－３５ｋｇ未満 ボディプロテクター着用
＋３５ｋｇ以上 ボディプロテクター無し

無し

布製レガース

一般用レガース

小学生－３５ｋｇ未満は首相撲､クリンチからの攻撃
一切禁止。
小学生＋３５ｋｇ以上首相撲､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。

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。
反則

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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【ルール】【シュートボクシングチャレンジ】
※202２.ホテルプラザ勝川シュートボクシング/MAXFCJAPAN 名古屋興行選考試合となります。
※202２年度プロ興行出場への選考となりますので各ジム代表が推薦されるレベルの選手エントリーを募集いたし
ます。

試合時間

有効技

反則

●2 分×2Ｒ (延長２分×1Ｒ※マスト判定で行います)
・パンチ・キック・膝蹴り(頭部を除く）前方への投げ技、タックルからのリフト(肩の上まで
持ち上げる行為) ●スタンド状態での関節技、絞め技
・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
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

投げ技

前方への投げ技、タックルからのリフト(肩の上まで持ち上げる行為)
すべてシュートポイント１ポイントとする。

関節技

スタンド状態(足の裏のみが地面についた状態)でのあらゆる関節技、絞め技を有効とする。
技の有効性をレフェリーが判断した場合、キャッチポイント１ポイントとする。

フェイスガード無しヘッドガード/１２oz グローブ/レガース
プロテクター

試合用具
（選手/各ジムが用
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）
・T シャツ/ラッシュガード（上半身裸 OK とする）
・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
・グローブ ・試合用ヘッドガード ・試合用レガース
※感染防止対策に基づき防具類の使いまわしは禁止とさせていただきます
各個人、各ジムで出場カテゴリーで必要な防具類の準備をお願いいたします。
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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・ダウンをした選手や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指定
された場所でルールを守って撮影を行って下さい。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・連絡先】 ： 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
メールアドレス：info@gsb-nagoya.com
gsb20050905@yahoo.co.jp
※ＳＴＣ大会グループラインなどもご利用ください
今大会はコロナウィルス感染拡大から非常事態宣言解除を受け間もない時期に開催をする大会としまして、事務局と
してできる限りの感染予防策、衛生管理を実施して行いますがみなさまのご協力ありきの実施となります。 いろい
ろとご迷惑をおかけすると思いますが衛生管理、感染防止のほうのご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
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■STC チャンピオンシップトーナメント 202２■
STC で実績を積まれるジム所属選手を優先に各カテゴリー最大 8 名まで選出、ワンデイトーナメントもしくはワンマッチを行
い、毎年度の王者を決定いたします。
STC ストライキングチャレンジで毎年 STC チャンピオンシップのベルトを目標としていただき、次へのステップアップにモチ
ベーションアップをしていただきたく思います。
STC では 国内、アジア圏への活躍の場も並行してプロデュースさせていただきます。
ただがんばるだけではなくレベルアップと同時に選手としての設計が自身でプランニングできるようサポートも行っていき
ます。

202２年 ２.２７ STC チャンピオンシップ トーナメント 【実施階級】
●Jr.-３０kg 級/ ●Jr.-４０㎏級 /●マスターズ ７０㎏～７５㎏級

試合時間

有効技

反則

首相撲など

階級

プロテクター

試合用具
（選手/各ジムが用
意すべき物）

Jr.トーナメント最大 8 名
１分３０分×1Ｒ (延長 1Ｒ※マスト判定)
決勝 2R 延長１R マスト判定 4 名以下の場合リーグ戦で行います
※リーグの場合 各試合×2Ｒ ※延長なしとなります。
・パンチ・キック・膝蹴り（頭部を除く）
・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
・相手をつかんだ状態での攻撃 ・バックブローなど回転系の攻撃。
・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
女子→首相撲、クリンチからの攻撃は３秒間有効。相手のけり足などキャッチからの攻撃
は一発まで。

契約階級となりますので計量時の超過は失格対象となります。

なし

・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）
・T シャツ/ラッシュガード（上半身裸 OK とする）
・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
・グローブ ・試合用ヘッドガード ・試合用レガース
※感染防止対策に基づき防具類の使いまわしは禁止とさせていただきます
各個人、各ジムで出場カテゴリーで必要な防具類の準備をお願いいたします。

◎共通反則事項その他ルール詳細はストライキングチャレンジルールに基づき行われます。
【エントリー方法】同封のストライキングチャレンジ７5 エントリー用紙を使用ください。
●希望ルール選択 空白欄に「ＳＴＣトーナメント」と記入/チェックください。
●希望階級欄にトーナメント希望カテゴリーを記入ください。
●トーナメント出場契約書の署名/サインも併せてお願いいたします。
※トーナメントは各階級最大 8 名選出となります。 8 名以上のエントリーがある場合、
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事務局選出で決定させていただきます。

【参加費】

７．０００円

※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。※選考漏れの場合、返金いたします
【応募締切】202２年５月９日 月曜日（必着 ）
【応募方法】 参加申込書に必要事項をすべて記入していただいた上、
■エントリー費 １・指定振込み口座へお振込み ２・現金書留で事務局へ郵送
■エントリー出場申込用紙 1 メール/FAX での添付 ２・現金書留と同封
どちらかの手段で各ジム代表者様がおまとめの上、エントリーください。
※注意：出場費の当日支払や応募締め切り後のエントリー受付をする場合、
出場費＋１.０００円となりますので、必ず現金書留もしくは御振込にてお申込み下さい。
※感染防止策などに準じて開催を進めるうえで対戦カード数に制限が出る可能性があります。
エントリー順にマッチメークを行いますため、お早めにエントリーよろしくお願いいたします。
【エントリー申込先】
書類/エントリー費送付先：STC 事務局（グラップリングシュートボクサーズ名古屋）
：〒458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭 1-1507 TEL：０５２-８９３-０２２２
FAX：052-880-2210
【エントリー費振込指定口座】
【振込口座】愛知銀行 笠寺支店 普通 2061990 ド）ダブリユデイーエス
瀬戸信用金庫 中村支店 普通 0220819 ツボイアツヒロ

【大会に関するお問合わせ】TEL：052-893-0222GSB 名古屋 /
080-1620-7212 事務局代表ツボイ
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