
 

 

 

 

 

 

１ 主催   公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021関西組織委員会、 

兵庫県実行委員会、姫路実行委員会 

 

２ 共催   一般社団法人全日本テコンドー協会 

 

３ 主管   兵庫県テコンドー協会 

 

４ 期日   2021年 5月 18日（火）から 23日（日）まで（競技日数５日間．全６日間） 

開催日 開催時間 開催内容 

5月 18日（火） 15:00～18:00 代表者会議、審判セミナー、抽選 

5月 19日（水） 10:00～18:00 プムセ 

5月 20日（木） 10:00～18:00 プムセ・キョルギ 

5月 21日（金） 10:00～18:00 キョルギ 

5月 22日（土） 10:00～18:00 キョルギ 

5月 23日（日） 10:00～18:00 キョルギ 

   ※  荒天等の場合は中止 （延期・予備日なし） 

   ※  キョルギの計量は、各競技日の前日 17:00～19:00会場にて実施。 

 

５ 会場 

ウインク武道館（兵庫県立武道館）（〒670-0971 兵庫県姫路市西延末 504番地） 

 

６ 募集枠 

(1) プムセ   200名 

(2) キョルギ 270名 

  ※  複数の種別に重複して参加できる 

 

７ 競技上の規定及び試合方法 

 (1) 競技規則 

WT世界テコンドー連盟 競技規則及び本大会申し合わせ事項による。 

 (2) テクニカルデリゲート 

 （一社）全日本テコンドー協会アドバイザー 河 成得 

(3) 大会ルール 

  1選手あたり最低 1試合（試技）実施 

 ① プムセ 

ア 男女別、WTルールに基づくカットオフ形式 

イ 1種目の試演時間は、30秒以上 90秒以内とする。 

ウ 予選・本選は指定のプムセより審査員に指定された 2種目を試演する。 

エ 各階級参加人数が 16名以上の場合はカットオフ形式で予選を行い、8名が本 

   選に進む。 

※2020年 8月 19日時点の内容のため、エントリー時には最新の内容をご確認ください。 



 

 ＊各階級参加人数が 16名以下の場合は、カットオフ形式で本選を行い、4名

が決勝戦に進む。 

  ＊4名以下の階級は、予選を行わず決勝戦のみ行う。 

オ 決勝戦は 2種目を試演し合計点数で順位を決める。 

カ ペア・団体は年齢区分なし（30歳以上） 

キ 団体の人数は、男女混合、３名以上５名以内とする。 

  

   ② キョルギ 

ア 男女別 WTルールに基づくトーナメント方式 

イ 試合時間・1分×3R インターバル 30秒 

ウ 競技コート10m×10m・競技エリア 8ｍ×8ｍ                

エ 有効ポイント 

・5点：オルグル 180度回転蹴り（後回し蹴り、後ろ蹴り、回転とび蹴り)攻撃 

・4点：モントン（回転とび蹴り、後ろ蹴りなど）攻撃 

・3点：オルグル攻撃 

・2点：モントン攻撃 

・1点：ジュモク（拳技）攻撃 

オ 3R終了時点で同点の場合は 1分間の休憩の後に第 4Rとして 1分 1Rのゴール 

デンラウンドを行い 2点先取したものが勝者となる。 

カ 2R終了時もしくは 3R中に得点差が 20点差の場合、勝者が宣告される（PTG）。     

ただし準決勝および決勝戦においては、ポイント差による勝利宣告は行わない。 

キ 選手間の力量差が明確で、安全上試合続行困難と判断された場合、審判の裁

量により速やかに試合を中止し、勝敗を判断する（RSC）。 

ク 競技者が、3Rを通して 10回の「カムチョン(減点)」を与えられた場合は、 

反則行為にて勝利を宣告する（SUP）。 

ケ 試合進行を妨げる行為は失格とする（コーチの暴言等での競技の妨害など）。 

    コ 3 度の選手呼び出しアナウンスにも関わらず競技エリアに現れない場合は競

技を放棄したものとみなされる。 

 

８ 実施種別 

  （一般部門） 

種別 性別 競技カテゴリー 階級 年齢カテゴリー 

プムセ 

男子 ― ― U-40,U-50,U-60,U-65,0-65 

女子 ― ― U-40,U-50,U-60,U-65,0-65 

ペア ― ― 年齢区分なし 

団体 ― ― 年齢区分なし 

種別 性別 競技カテゴリー 階級 年齢カテゴリー 
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男子 

 

 

 

A：ナショナル 

（国家代表レベル） 

-54kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-58kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-63kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-68kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-74kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-80kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 



 

 

 

 

 

 

 

 

キョルギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子 

 

 

 

 

B：ブラックベルト

（一般有段者） 

-54kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-58kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-63kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-68kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-74kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-80kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

C：カラーベルト 

（有級者） 

-54kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-58kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-63kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-68kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-74kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-80kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+87kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

種別 性別 競技カテゴリー 階級 年齢カテゴリー 

キョルギ 女子 

A：ナショナル 

（国家代表レベル） 

-46kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-49kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-53kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-57kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-62kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-67kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

B：ブラックベルト

（一般有段者） 

-46kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-49kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-53kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-57kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-62kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-67kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

C：カラーベルト 

（有級者） 

-46kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-49kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-53kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-57kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-62kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-67kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

-73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

+73kg U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 

  ※ 自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加は不可 

※ 年齢区分のエントリーが十分な数に満たない場合、競技を円滑に進めるため、年

齢区分を組み合わせることがある。 



 

９ 参加資格 

・ワールドマスターズゲームズ 2021関西（WMG2021）の参加者は、その出身国を代表す

るのではなく、個人としての参加である。 

・WMG2021テコンドー競技参加者は、世界テコンドー連盟（WT）の傘下組織にあたる国 

内競技連盟（NF）の会員であること。 

・参加者は国技院段位、試合成績（国際試合出場経験、国内試合成績）を提出すること。 

 

10 年齢基準 

2021年 12月 31日時点で、30歳以上 （1991年 12月 31日以前に出生した者） 

 

11 表彰 

カテゴリー別 1～3位 

 

12 参加料 

(1) 大会参加料金（税込・手数料込） 

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021関西 大会参加規約を確認すること。 

 ① 競技出場者（基本料金：５種目参加可能） 

ア  日本国外在住者２４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。） 

イ 日本国内在住者１５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション

購入可。） 

② 競技関係者（基本料金） 

ア 日本国外在住者１４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。） 

イ 日本国内在住者 ５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション

購入可。） 

(2) 特別追加料金（エクストラフィー） 

なし 

(3) 競技用具等のレンタル料金 

なし（競技用具等のレンタルは無し） 

 

13 参加申込方法 

パソコン又はスマートフォン等で、大会参加申込（エントリー）専用の公式ウェブサ

イト（エントリーシステム）から申し込むこと。   

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021関西 大会参加規約を確認すること。 

 

14 参加上の注意 

(1) 服装 

WTテコンドー道着を着用すること。 

(2) 競技用具（キョルギ） 

 ・電子ボディープロテクター・電子ヘッドギアは主催者側で準備する。 

  ※ キョルギは Daedo製電子防具を使って行う。 

・腕・脛プロテクター、ファールカップ（男・女）、マウスピース、ハンドグローブ、  

  電子ソックスは各自で準備すること。 

(3) セコンドについて 

・セコンドは 20歳以上、国技院段位初段以上の段位所有者の者とする。 

  ※ 大会当日、段位証カードを持参すること。 

https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html
https://www.wmg2021.jp/games/guideline.html


 

・キョルギ種目は、競技者とセコンドの 2名 1組でなければ競技が成立しない。 

安全面での必要性。 

※ キョルギのセコンドのみの参加者は、競技関係者としての参加申込み及び参加費 

支払いの必要はない。（大会当日、大会運営側でセコンド証の配布を行う。） 

なお、競技関係者（セコンド）としての参加申込み及び参加費支払いがない場合、 

各種参加特典（参加者キットの受取等）は付与されない。 

 (4) 保険 

主催者側で傷害保険に加入するが、「競技出場者及び競技関係者」の「競技会場内

において競技中に負った傷害」のみが対象であり、大会参加中のあらゆるリスクをカ

バーするものではないため、大会参加に必要な保険については、自らの責任と費用負

担において加入すること。 

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021関西 大会参加規約を確認すること。 

(5) ドーピングコントロール 

① 本競技会は、世界アンチ・ドーピング規程及び国際マスターズゲームズ協会規程

に基づくドーピングコントロール対象大会である。 

② ドーピング防止活動（ドーピング検査及びドーピング防止教育啓発活動）は、国

際マスターズゲームズ協会規程に従い実施する。 

③ 本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で国際マスターズゲームズ協会

規程に従い、ドーピングコントロール手続きの対象となることに同意したものとみ

なす。詳細内容については、国際マスターズゲームズ協会規程を確認すること。 

④ 本大会は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構と連携し、スポーツを通  

して次世代に多様なスポーツの価値を遺すため、クリーンなスポーツ、クリーンな

アスリートを守る活動として、アンチ・ドーピング活動を推進していくことを目的

とする。 

 (6) 荒天対応等 

   中止判断もある。 

 

15 宿泊・交通申込 

(1) 宿泊 

宿泊については、大会ホームページ宿泊情報ページを参照のこと。 

(2) 交通 

会場へのアクセスなどの交通情報については、大会ホームページ交通情報ページを

参照のこと。 

 

16 その他 

競技に参加（出場・関与）する前に大会受付と競技受付を行うこと。 

(1) 大会受付 

大会受付は、オープニングビレッジ、各府県マスターズビレッジ、センタービレッ

ジ、臨時大会受付会場にて行う。顔写真付きの本人確認書類を持参の上、競技出場の

前日までに、参加者本人が行うこと（代理受付不可）。なお、ペア・団体で参加する

場合でも、参加者一人ひとりが大会受付を行う必要がある。 

どの会場で大会受付を行っても問題ないが、会場によって受付期間・時間が異なる

ため、詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021関西 大会参加規約を確認すること。 
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(2) 競技受付 

 ① 受付日時 

5月 18日（火）15:00～18:00 

  ② 受付場所 

ウインク武道館（兵庫県立武道館） 

  ③ 備考 

エントリー確認など 

(3) 代表者会議・審判セミナー 

① 受付日時 

5月 18日（火）15:00～ 

  ② 受付場所 

ウインク武道館（兵庫県立武道館） 

  ③ 備考 

ルール説明など 

 (4) 計量（＊キョルギ選手のみ） 

  ① 実施日時 

各競技日の前日 17:00～19:00 

  ② 実施場所 

ウインク武道館（兵庫県立武道館） 

  ③ 備考 

・男女別で、計量室にて指定の時間内に 1回計量 

計量期間内に計量を行わない者は失格となる。 

・1回の計量でパスしなかった場合、1時間後に 1度のみ再計量可 

・男性競技者は下着を着用、女性競技者は下着とブラジャーを着用するものとする。 

ただし、競技者が希望すれば、全裸で計量を行うことができる。 

(5) メディカルコントロール 

主催者は競技者が WTアンチ・ドーピング規則違反を犯したか否かを確認するために、

必要なすべての医療検査を実施することができ、この検査を拒否する勝者、またはそ

のような違反を犯したことが判明した勝者は、最終的な順位から除外される。このよ

うな場合、競技順位の次点の競技者が新しい勝者と宣言される。 


