
【試合形式】 組手の部 フルコンタクト 勝ち抜き戦 幼年 ～ 一般 各学年別    型の部  勝ち抜き戦 幼年 ～ 一般 各学年別 

※武将杯争奪全日本グランプリ選抜優勝者は全日本大会の招待選手となります。(全 16 カテゴリー) 

【クラス区分】  

組手の部    《★→武将杯争奪全日本グランプリ選抜》 

○幼年部  初心者クラス 全防具(胴当あり) ※デビュー戦又は無勝 

1 幼年 初心者クラス(全防具あり) 2 幼年 初中級クラス 3 ★幼年 上級クラス 

○少年部   小学 1～3 年初心者クラス 全防具(胴当あり) ※デビュー戦又は無勝 

4 小学 1 年 初心者クラス(全防具あり) 5 小学 1 年 初中級クラス 6 ★小学 1 年 上級クラス 

7 小学 2 年 初心者クラス(全防具あり) 8 小学 2 年 初中級クラス 9 ★小学 2 年 上級クラス 

10 小学 3 年男子 初心者クラス(全防具あり) 11 小学 3 年男子 初中級クラス 12 ★小学 3 年男子 上級クラス 

13 小学 3 年女子 初心者クラス(全防具あり) 14 小学 3 年女子 初中級クラス 15 ★小学 3 年女子 上級クラス 

16 小学 4 年男子 初級クラス 17 小学 4 年男子 中級クラス 17 ★小学 4 年男子 上級クラス 

18 小学 4 年女子 初級クラス 19 小学 4 年女子 中級クラス 20 ★小学 4 年女子 上級クラス 

21 小学 5 年男子 初級クラス 22 小学 5 年男子 中級クラス 23 ★小学 5 年男子 上級クラス 

24 小学 5 年女子 初級クラス 25 小学 5 年女子 中級クラス 26 ★小学 5 年女子 上級クラス 

27 小学 6 年男子 初級クラス 28 小学 6 年男子 中級クラス 29 ★小学 6 年男子 上級クラス 

30 小学 6 年女子 初級クラス 31 小学 6 年女子 中級クラス 32 ★小学 6 年女子 上級クラス 

○中学の部   

33 中学 1 年男子 軽量級（40kg 未満) 初級クラス 34 中学 1 年男子 軽量級（40kg未満) 中上級 

35 中学 1 年男子 重量級（40kg 以上) 初級クラス 36 中学 1 年男子 重量級（40kg 以上) 中上級クラス 

37 中学 2 年男子 軽量級（45kg 未満) 初級クラス 38 中学 2 年男子 軽量級（45kg 未満) 中上級クラス 

39 中学 2 年男子 重量級（45kg 以上) 初級クラス 40 中学 2 年男子 重量級（45kg 以上) 中上級クラス 

41 中学 3 年男子 軽量級（45kg 未満) 初級クラス 42 中学 3 年男子 軽量級（45kg 未満) 中上級クラス 

43 中学 3 年男子 重量級（45kg 以上) 初級クラス 44 中学 3 年男子 重量級（45kg 以上) 中上級クラス 

45 中学女子 初中級クラス 46 ★中学男子 上級クラス 

  47 ★中学女子 上級クラス 

○一般部   

48 一般男子 軽量級(70ｋｇ未満)ビギナークラス 49 ★一般男子 軽量級(70ｋｇ未満)アドバンスクラス 

50 一般男子 重量級(70ｋｇ以上)ビギナークラス 51 ★一般男子 重量級(70 ㎏以上)アドバンスクラス 

52 一般女子ビギナークラス 53 ★一般女子アドバンスクラス 

54 一般男子マスターズ 40 歳以上 ビギナークラス 55 一般男子マスターズ 40 歳以上 アドバンスクラス 

56 一般男子マスターズ 45 歳以上 ビギナークラス 57 一般男子マスターズ 45 歳以上 アドバンスクラス 

58 一般男子マスターズ 50 歳以上 ビギナークラス 59 一般男子マスターズ 50 歳以上 アドバンスクラス 

60 一般男子マスターズ 55 歳以上 ビギナークラス 61 一般男子マスターズ 55 歳以上 アドバンスクラス 

 

型の部 

a 幼年クラス b 小学 1 年～小学 2 年クラス c 小学 3 年～小学 4 年クラス 

d 小学 5 年～小学 6 年クラス e 中学生、高校生、一般クラス   

 

 


