
参加者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　男・女　

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　＊１８才未満の方は保護者の署名が必要です。

所属：　　　    　　　　　　　          　現級段位：　　　　　　　　級・段　         　　　道場責任者：　　　 　　　　　　 

学年:　     　　　年　　       年齢:　　　　　才　　　  　  　    身長:　  　　　　　cm　　    　  　　　 　 体重:　　　　　　kg

住所　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　 　　

△個人・団体トゥル ～出場種目に○をつけて下さい｡複数の出場可です。　

ＮＯ 種目 クラス 種　目 出場種目 備考

1 トゥル 幼年 幼年　白帯の部　（10級～9級）

2 トゥル 幼年 幼年　有級の部　（8級～1級）

3 トゥル 小学 1-3年 小学　低学年　白帯の部 （10級～9級）

4 トゥル 小学 1-3年 小学　低学年　黄帯の部 （8級～7級）

5 トゥル 小学 1-3年 小学　低学年　緑帯の部 （6級～5級）

6 トゥル 小学 1-3年 小学　低学年　青帯の部 （4級～3級）

7 トゥル 小学 1-3年 小学　低学年　赤帯の部 （2級～1級）

8 トゥル 小学 4-6年 小学　高学年　白帯の部 （10級～9級）

9 トゥル 小学 4-6年 小学　高学年　黄帯の部 （8級～7級）

10 トゥル 小学 4-6年 小学　高学年　緑帯の部 （6級～5級）

11 トゥル 小学 4-6年 小学　高学年　青帯の部 （4級～3級）

12 トゥル 小学 4-6年 小学　高学年　赤帯の部 （2級～1級）

13 トゥル 中学生 中学　白帯の部　（10級～9級）

14 トゥル 中学生 中学　黄緑帯の部　（8級～5級）

15 トゥル 中学生 中学　青赤帯の部   （4級～1級）

16 トゥル 小学生 小学男子　黒帯の部

17 トゥル 中学生 中学男子　黒帯の部

18 トゥル 小学生 小学女子　黒帯の部

19 トゥル 中学生 中学女子　黒帯の部

20 トゥル 男子　 男子　白帯の部　（10級～9級） 　※高校生以上

21 トゥル 男子 男子　黄帯の部　（8級～7級）

22 トゥル 男子 男子　緑帯の部　（6級～5級）

23 トゥル 男子 男子　青帯の部　（4級～3級）

24 トゥル 男子 男子　赤帯の部　（2級～1級）

25 トゥル 男子 男子　一段の部　　

26 トゥル 男子 男子　二段の部　　　　

27 トゥル 男子 男子　三段の部　　　　

28 トゥル 男子 男子　四段の部　　　　

29 トゥル ベテラン 男子ベテラン 有級　（40歳以上・8級～1級）

30 トゥル ベテラン 男子ベテラン 1段

31 トゥル ベテラン 男子ベテラン 2段

32 トゥル ベテラン 男子ベテラン 3段

33 トゥル ベテラン 男子ベテラン 4・5段

34 トゥル 女子 女子　白帯の部（10級～9級）　※高校生以上

35 トゥル 女子 女子　黄緑帯の部　（8級～5級）

36 トゥル 女子 女子　青赤帯の部　（4級～1級）

37 トゥル 女子 女子　一段の部

38 トゥル 女子 女子　二段の部

39 トゥル 女子 女子　三段の部

40 トゥル ベテラン 女子ベテラン 有級　（40歳以上・1級まで）

41 トゥル ベテラン 女子ベテラン 有段　（40歳以上・1段から）

42 トゥル団体 少年 団体トゥル（小学6年まで）※各道場2チームまで　 チーム名：

43 トゥル団体 成年 団体トゥル（中学以上）    3名　男女混合可 チーム名：

44 スペシャル 全クラス 幼年～小学～成年　男女

第 19 回荒川区 テ コ ン ド ー 選 手 権 大 会　 個 人 申 請 書　

　私は、本大会のルールを守り、テコンドー修練生として模範的な行動をとることを誓い、ここに第19回荒川区大会参加申込書に参加費
を添えて提出します。　また、本大会において自己の行動に責任を持ち、いかなる事柄が生じても自己の責任とし、大会関係者に異議を
申し立てない事を誓います。

記入日
2022年　　　 月　　　　日（　 　）



△個人マッソギ競技　（幼年・小学・中学・高校）

45 マッソギ 幼年 幼年　男子

46 マッソギ 幼年 幼年　女子

47 マッソギ 小学生 小学1年生　男子

48 マッソギ 小学生 小学2年生　男子

49 マッソギ 小学生 小学3年生　男子

50 マッソギ 小学生 小学4年生　男子

51 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　-30㎏　男子　（3級まで） 

52 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　-40㎏　男子　（3級まで）

53 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　-50㎏　男子　（3級まで）

54 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　+50㎏　男子　（3級まで）

55 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　-30㎏　男子　（2級～黒帯） 

56 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　-40㎏　男子　（2級～黒帯）

57 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　-50㎏　男子　（2級～黒帯）

58 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　+50㎏　男子　（2級～黒帯）

59 マッソギ 小学生 小学1年生　女子

60 マッソギ 小学生 小学2年生　女子

61 マッソギ 小学生 小学3年生　女子

62 マッソギ 小学生 小学4年生　女子

63 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　-30㎏　女子　（3級まで）

64 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　-40㎏　女子　（3級まで）

65 マッソギ 小学生 2部　小学5,6年　+40㎏　女子　（3級まで）

66 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　-30㎏　女子　（2級～黒帯）

67 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　-40㎏　女子　（2級～黒帯）

68 マッソギ 小学生 1部　小学5,6年　+40㎏　女子　（2級～黒帯）

69 マッソギ 中学生 2部　　中学男子    －45ｋｇ　（3級まで）

70 マッソギ 中学生 2部　　中学男子    －55ｋｇ　（3級まで）

71 マッソギ 中学生 2部　　中学男子    ＋55ｋｇ　（3級まで）

72 マッソギ 中学生 1部　　中学男子    －45ｋｇ　（2級～黒帯）

73 マッソギ 中学生 1部　　中学男子    －55ｋｇ　（2級～黒帯）

74 マッソギ 中学生 1部　　中学男子    ＋55ｋｇ　（2級～黒帯）

75 マッソギ 中学生 2部　　中学女子    －40ｋｇ　（3級まで）

76 マッソギ 中学生 2部　　中学女子    －50ｋｇ　（3級まで）

77 マッソギ 中学生 2部　　中学女子    ＋50ｋｇ　（3級まで）

78 マッソギ 中学生 1部　　中学女子    －40ｋｇ　（2級～黒帯）

79 マッソギ 中学生 1部　　中学女子    －50ｋｇ　（2級～黒帯）

80 マッソギ 中学生 1部　　中学女子    ＋50ｋｇ　（2級～黒帯）

81 マッソギ 中学生 2部　　高校男子    －57ｋｇ　（3級まで）

82 マッソギ 中学生 2部　　高校男子    －63ｋｇ　（3級まで）

83 マッソギ 中学生 2部　　高校男子    ＋63ｋｇ　（3級まで）

84 マッソギ 中学生 1部　　高校男子    －57ｋｇ　（2級～黒帯）

85 マッソギ 中学生 1部　　高校男子    －63ｋｇ　（2級～黒帯）

86 マッソギ 中学生 1部　　高校男子    ＋63ｋｇ　（2級～黒帯）

87 マッソギ 中学生 2部　　高校女子    －52ｋｇ　（3級まで）

88 マッソギ 中学生 2部　　高校女子    ＋52ｋｇ　（3級まで）

89 マッソギ 中学生 1部　　高校女子    －52ｋｇ　（2級～黒帯）

90 マッソギ 中学生 1部　　高校男子    ＋52ｋｇ　（2級～黒帯）



△個人マッソギ競技　（シニア～ベテラン）

91 マッソギ 男子（18才以上） 有級　男子　－52kg

92 マッソギ 男子 有級　男子　－58kg

93 マッソギ 男子 有級　男子　－64kg　

94 マッソギ 男子 有級　男子　－71kg   

95 マッソギ 男子 有級　男子　－78kg　

96 マッソギ 男子 有級　男子　＋78kg　

97 マッソギ 男子 有段　男子　－52kg　

98 マッソギ 男子 有段　男子　－58kg

99 マッソギ 男子 有段　男子　－64kg

100 マッソギ 男子 有段　男子　－71kg　

101 マッソギ 男子 有段　男子　－78kg　　

102 マッソギ 男子 有段　男子　 +78kg

103 マッソギ 女子（18才以上） 有級　女子　－47kg

104 マッソギ 女子 有級　女子　－52kg

105 マッソギ 女子 有級　女子　－58kg

106 マッソギ 女子 有級　女子　 +58kg

107 マッソギ 女子 有段　女子　－47kg

108 マッソギ 女子 有段　女子　－52kg

109 マッソギ 女子 有段　女子　－58kg

110 マッソギ 女子 有段　女子　 +58kg

111 マッソギ シルバー　男子 有級　ベテラン　-64ｋｇ（40歳以上・1級まで）

112 マッソギ シルバー　男子 有級　ベテラン　-73ｋｇ

113 マッソギ シルバー　男子 有級　ベテラン　+73ｋｇ

114 マッソギ シルバー　男子 有段　ベテラン　-64ｋｇ（40歳以上・1段から）

115 マッソギ シルバー　男子 有段　ベテラン　-73ｋｇ

116 マッソギ シルバー　男子 有段　ベテラン　+73ｋｇ

117 マッソギ ゴールド　男子 有級　ベテラン　-66ｋｇ（50歳以上・1級まで）

118 マッソギ ゴールド　男子 有級　ベテラン　∔66ｋｇ

119 マッソギ ゴールド　男子 有段　ベテラン　-66ｋｇ（50歳以上・1段から）

120 マッソギ ゴールド　男子 有段　ベテラン　＋66ｋｇ

121 マッソギ ベテラン　女子 有級　ベテラン　-54ｋｇ（40歳以上・1級まで）

122 マッソギ ベテラン　女子 有級　ベテラン　+54ｋｇ

123 マッソギ ベテラン　女子 有段　ベテラン　-54ｋｇ（40歳以上・1段から）

124 マッソギ ベテラン　女子 有段　ベテラン　+54ｋｇ


