
 
２０１７西日本大会、全日本ウェイト制、高校生大会実施クラス一覧	 No.１ 

６月３日（土）開催	 

型競技	 クラス名 
	 ６歳（小学１年生男女混合）２０１７年４月１日の時点で６歳。 
	 ７歳８歳（小学２～３年生男女混合） 
９歳（小学４年生男女混合） 

１０歳（小学５年生男女混合） 
１１歳（小学６年生男女混合） 
１２歳～１４歳男子（中学生男子） 
１２歳～１４歳女子（中学生女子） 
１５歳〜３４歳男子（１５歳～１７歳は、２０１７年４月１日の時点での年齢、１８歳以上は試合当日の

時点で３４歳以下） 
１５歳〜３４歳女子（１５歳～１７歳は、２０１７年４月１日の時点での年齢、１８歳以上は試合当日の

時点で３４歳以下） 
３５歳以上男子 
３５歳以上女子 
組手競技	 クラス名  
	 ５歳男女混合（２０１７年４月１日の時点で５歳。４歳以下は不可）    	 	 	 	 	           	 	 	 	  
６歳男子	 初級（小学１年生） 
６歳男子	 上級（小学１年生） 
７歳男子	 初級（小学２年生） 
７歳男子	 上級（小学２年生） 
８歳男子	 初級（小学３年生） 
８歳男子	 上級（小学３年生） 
９歳男子	 初級（小学４年生） 

	 ９歳男子	 上級（小学４年生） 
１０歳男子	 －３５kg級	 初級（小学５年生男子） 
１０歳男子	 －３５kg級	 上級（小学５年生男子） 
１０歳男子	 ＋３５kg級	 初級（小学５年生男子） 
１０歳男子	 ＋３５kg級	 上級（小学５年生男子） 
１１歳男子	 －４０kg級	 初級（小学６年生男子） 
１１歳男子	 －４０kg級	 上級（小学６年生男子） 
１１歳男子	 ＋４０kg級	 初級（小学６年生男子） 
１１歳男子	 ＋４０kg級	 上級（小学６年生男子） 
６歳女子	 初級（小学１年生女子） 
６歳女子	 上級（小学１年生女子） 
７歳女子	 初級（小学２年生女子） 
７歳女子	 上級（小学２年生女子） 
８歳女子	 初級（小学３年生女子） 
８歳女子	 上級（小学３年生女子） 
９歳女子	 初級（小学４年生女子） 

	 ９歳女子	 上級（小学４年生女子） 
１０歳女子	 －３５kg級	 初級（小学５年生女子） 
１０歳女子	 －３５kg級	 上級（小学５年生女子） 
１０歳女子	 ＋３５kg級	 初級（小学５年生女子） 
１０歳女子	 ＋３５kg級	 上級（小学５年生女子） 
１１歳女子	 －４０kg級	 初級（小学６年生女子） 
１１歳女子	 －４０kg級	 上級（小学６年生女子） 
１１歳女子	 ＋４０kg級	 初級（小学６年生女子） 
１１歳女子	 ＋４０kg級	 上級（小学６年生女子） 

 
 
 
 
 

①初級、上級の区分 

	 ・初級：黄色帯まで。 

	 ・上級：緑帯以上 

 

②青少年の申請（５〜１７歳は、型組手共に）は４月に入学、進級 

する新学年での申込みとなります。（４月１日時点の年齢で申請） 

１８歳以上また壮年の申請は試合当日の年齢での申込みとなりま

す。 

 

③以下は失格となる場合があります。 

・申込時申請体重と大会当日の体重が±５kg の差がある場合。（体

重別のクラスに出場する場合はそのカテゴリー内の体重で試合を

行う） 

・体重別クラスの計量時に規定体重を１kg以上越えた場合	 原則的

に再体重計量は不可となる。 

 

④－○○kg級、＋○○kg級の体重区分。 

例：－５５kg級は５５.０kgを含む。 

＋５５kg級は５５.１kgから。 

 

⑤高校生上級クラスは全日本高校生大会として実施（上級クラス緑

帯以上） 

※全てのクラスにおいて申込の人数等により変更する事もありま

す。 

 



 
２０１７西日本大会、全日本ウェイト制、高校生大会実施クラス一覧	 No.２ 
６月３日（土）開催  
組手競技	 クラス名  
１２歳男子	 －５０kg級	 初級（中学１年生男子） 
１２歳男子	 －５０kg級	 上級（中学１年生男子） 
１２歳男子	 ＋５０kg級	 初級（中学１年生男子） 
１２歳男子	 ＋５０kg級	 上級（中学１年生男子） 
１３歳１４歳男子	 －５５kg級	 初級（中学２・３年生男子） 
１３歳１４歳男子	 －５５kg級	 上級（中学２・３年生男子） 
１３歳１４歳男子	 ＋５５kg級	 初級（中学２・３年生男子） 
１３歳１４歳男子	 ＋５５kg級	 上級（中学２・３年生男子） 
１２歳～１４歳女子	 －４５kg級	 初級（中学１～３年生女子） 
１２歳～１４歳女子	 －４５kg級	 上級（中学１～３年生女子） 
１２歳～１４歳女子	 ＋４５kg級	 初級（中学１～３年生女子） 
１２歳～１４歳女子	 ＋４５kg級	 上級（中学１～３年生女子） 
１５歳男子	 －６５kg級	 初級（高校１年生男子） 
１５歳男子	 －６５kg級	 上級（高校１年生男子）全日本高校生大会	  
１５歳男子	 ＋６５kg級	 初級（高校１年生男子） 
１５歳男子	 ＋６５kg級	 上級（高校１年生男子）全日本高校生大会	  
１６歳１７歳男子	 －６５kg級	 初級（高校２、３年生男子） 
１６歳１７歳男子	 －６５kg級	 上級（高校２、３年生男子）全日本高校生大会	  
１６歳１７歳男子	 －７５kg級	 初級（高校２、３年生男子） 
１６歳１７歳男子	 －７５kg級	 上級（高校２、３年生男子）全日本高校生大会	  
１６歳１７歳男子	 ＋７５kg級	 初級（高校２、３年生男子） 
１６歳１７歳男子	 ＋７５kg級	 上級（高校２、３年生男子）全日本高校生大会	  
１５歳～１７歳女子	 －５０kg級	 初級（高校１～３年生女子） 
１５歳～１７歳女子	 －５０kg級	 上級（高校１～３年生女子）全日本高校生大会	  
１５歳～１７歳女子	 ＋５０kg級	 初級（高校１～３年生女子） 
１５歳～１７歳女子	 ＋５０kg級	 上級（高校１～３年生女子）全日本高校生大会	  
３５歳～３９歳	 －７０kg級	 初級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 －７０kg級	 上級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 －８０kg級	 初級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 －８０kg級	 上級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 ＋８０kg級	 初級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
３５歳～３９歳	 ＋８０kg級	 上級（試合当日の時点で３５歳以上３９歳以下） 
４０〜４４歳	 －７０kg級	 初級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 －７０kg級	 上級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 －８０kg級	 初級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 －８０kg級	 上級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 ＋８０kg級	 初級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４０〜４４歳	 ＋８０kg級	 上級（試合当日の時点で４０歳以上４４歳以下） 
４５歳以上	 －７０kg級	 初級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 －７０kg級	 上級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 －８０kg級	 初級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 －８０kg級	 上級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 ＋８０kg級	 初級（試合当日の時点で４５歳以上） 
４５歳以上	 ＋８０kg級	 上級（試合当日の時点で４５歳以上） 
１８歳以上女子	 －５５kg級	 初級（試合当日の年齢） 
１８歳以上女子	 －５５kg級	 上級（試合当日の年齢） 
１８歳以上女子	 ＋５５kg級	 初級（試合当日の年齢） 
１８歳以上女子	 ＋５５kg級	 上級（試合当日の年齢） 
全日本ウェイト制大会	 軽量級 －７０kg 	 ベスト１６から６月４日開催 
全日本ウェイト制大会	 中量級 －８０kg	 ベスト１６から６月４日開催 
全日本ウェイト制大会	 軽重量級 －９０kg	 ベスト１６から６月４日開催 
全日本ウェイト制大会	 重量級 ＋９０kg	 ベスト１６から６月４日開催 

  


