～マーシャルワールド杯～
2017JMMAF トーナメント
開催のお知らせ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、来る 11 月 26 日(日)パンクラスイズム横浜にて、マーシャルワールド杯 2017JMMAF トーナメントの
開催が別紙の通り決定致しました。
今年で 6 度目の開催となりますマーシャルワールド杯、JMMAF A クラスルールで行われ、成績、内容に
よりプロ昇格チャンスのあるアマチュア大会となっております。
また本大会はマーシャルワールドジャパン様のご協力により、各階級優勝賞金 1 万円、MVP 受賞者には 5 万円 MVP
受賞者がプロ昇格の際にはデビュー戦時にさらに 5 万円の賞金を進呈いたします。

今回も多数のご参加を心よりお待ちしております。宜しくお願い致します。
敬具

JMMAF コミッショナー

梅木よしのり
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開催日:平成 29 年 11 月 26 日(日)
参加資格： 格闘技歴 2 年以上で 16 歳以上の心身ともに健康な方
階

級：52.2kg 以下級 56.7kg 以下 61.2kg 以下級 65.8kg 以下 70.3kg 以下級 77.1kg 以下級

83.9kg 以下級 93.0kg 93.0kg 超級

(参加人数の都合上、規定階級で行なわれない場合もございます)

(83.9kg 以下級から上の階級にお申込の方は参加申込書のみ送付してください。)

試合形態： トーナメント方式
試合会場： パンクラスイズム横浜 横浜市中区万代町 1-2-4 タナベビル B1
（JR 根岸線「関内」駅南口より徒歩 3 分 市営地下鉄「伊勢佐木長者町」駅より徒歩 5 分）
※駐車場はございません。お車でのお越しはご遠慮下さい。
スケジュール：

10：00～11：00 開場・選手集合・計量開始･競技用具チェック
11：00～
開会式・ルール説明
11：15～
試合開始

注意事項： 1）時間は厳守して下さい。遅れた場合は失格になることもございますのでご注意下さい。
2）一度収めた参加料は理由の如何に関わらずご返金致しかねますので、予めご了承下さい。
3）ワンマッチ大会ですので欠場は対戦相手に多大な迷惑をかけることになります。健康管理には
十分注意をはらい、万が一欠場の場合には早めの連絡と代替選手の選出をお願い致します。
4）参加料金に保険料は含まれておりません。各自でスポーツ保険の加入をお勧めします。
5）救急の場合の為、必ずセコンドの方を準備して下さい。
6）参加希望階級に対戦相手がいない場合､試合が行われない場合は事前にご連絡致します。

申込方法： 申込書に必要事項をご記入の上、参加料金を同封し下記宛先まで現金書留にてお
送り下さい。
83.9kg 以下級から上の階級にお申込の方は早期に郵送、FAX かお電話でお申込下さい。
参加料金： ￥５，０００－ 入場料金：￥1,000 (出場選手一名、セコンド一名は無料です)
宛

先： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 14F 株式会社スマッシュ
パンクラス事業部「MWC2017」係

※ 申込書と一緒に大会開催日より半年前以内に検査をした血液検査(B 型･C 型肝炎)の診断書
コピーをご提出下さい。診断書未提出の選手が出血した場合、即ドクターストップとなります。

申込締切： 平成 29 年 11 月 17 日(金) 必着
お問合せ： パンクラス Tel 03-5339-9198(平日 12:00~16:00)
※

大会日程、対戦カード、試合結果、大会延期、中止等の連絡は JMMAF ホームページにて随時発表致します。適時ご確認下さい。

JMMAF HP：http://jmmaf.org/
※大会情報随時発信！ JMMAF twitter @JapanMMAFed
以上

JMMAF 試合ルール
A クラス
試合
試合時間
(1)2 ラウンド+EX1R で各ラウンドは 3 分とし、インターバルは 1 分とする。
判定
(1)判定は 10 ポイント・マスト・システムが採点の標準システムである。
(2)EXR は第 3 ラウンドとして行われ、時間切れの場合は全ラウンドの合計点で勝敗を決する。
反則
反則行為
(1) 頭突き
(2) 目潰し
(3) 噛み付く
(4) 相手に唾を吐く
(5) 髪を引っ張る
(6) フィッシュフッキング
(7) 股間へのあらゆる攻撃
(8) 相手の体の開口部や傷口、裂傷部に指を入れる
(9) 小さな関節（手足の指）を巧みに操る攻撃（small joint manipulation）
(10) 肘や前腕部による打撃攻撃
(11)頭部・顔面への膝による打撃攻撃
(12)相手に対する踏みつけ（スタンドポジションにおける足の甲への踏みつけを含む）
(13)相手の顔や目に向けて広げた指を向ける行為
(14) 喉へのあらゆる打撃、気管を掴む行為
(15) 皮膚を掴む、つまむ、ひねる
(16)どちらか一方の選手でもグラウンドポジション(足部（足裏および足首より下の部分）以外のからだの部位が
マットに着いている状態)になった場合の頭部・顔面に対するあらゆる打撃攻撃（グラウンドポジションからの蹴り
上げ等を含む）
(17) フェンスや試合場を構成する部位を掴む
(18) 相手のコスチュームやグローブを掴む
(19) 試合場内で口汚い言葉を吐く
(20) 相手の負傷の原因となるようなあらゆる非スポーツマン的行為
(21) ブレイク中の相手への攻撃
(22) レフェリーのチェックを受けている最中の相手への攻撃
(23) ラウンド終了の合図が鳴らされたあとでの相手への攻撃
(24) 相手との接触を避けるあらゆる消極的な姿勢（意図的または継続してマウスピースを落としたり、怪我のふ
りをすることなど）
(25) 試合場外に相手を投げる
(26) 審判員の指示を著しく無視する
(27) 相手の頭や首をキャンバスに突き刺す（いわゆるスパイキング）
(28)ヒールフック
(29)塗布物を塗布する行為
(30) 試合前に審判員によるチェックを受けていないテーピングや競技用具の着用
(31) 審判員に対する虚偽のアピール、言動
(32) 試合用コスチューム、マウスピース、ファウルカップ等の競技用具を破損し、試合続行を不可能にする行為
体重階級
(1) 試合は次の 11 階級において行われる。
1) スーパーヘビー級 120.2kg 以上

2) ヘビー級………… 120.2kg 以下 93.0kg 以上
3) ライトヘビー級… 93.0kg 以下 83.9kg 以上
4) ミドル級………… 83.9kg 以下 77.1kg 以上
5) ウェルター級…… 77.1kg 以下 70.3kg 以上
6) ライト級………… 70.3kg 以下 65.8kg 以上
7) フェザー級……… 65.8kg 以下 61.2kg 以上
8) バンタム級……… 61.2kg 以下 56.7kg 以上
9) フライ級………56.7 kg 以下 52.2kg 以上
10) ストロー級……… 52.2kg 以下 47.6kg 以上
11) アトム級……… 47.6kg 以下
(2)許容重量は認められない。
競技用具等
必ず着用しなければならない競技用具
(1) オープンフィンガーグローブ
(2)ヘッドガード
(3) マウスピース
(4) ムエタイカップ（金属製のカップを紐で固定するタイプのもの。プラスチック製やサポーター型の履くタイプの
ファールカップの使用は認められない）（男子）
(5) 男子競技者用コスチューム ウェスト内側にずれを防ぐための紐が通っている体にフィットした膝上丈までの
ショートスパッツ（MMA ショーツ、キックボクシングショーツ、サーフパンツ等、ショートスパッツ以外のコスチュー
ムの使用は認められない） （男子）
(6)ニーガード（JMMAF 公認用具を各自持参）
(7)レッグサポーター（JMMAF 公認用具を各自持参）
(8) 女子競技者用コスチューム 全て膝上丈までとする（ラッシュガード、セパレート、ワンピース等）（女子）
任意で着用できる競技用具
(1)バンテージおよびテーピング
1) 競技者はバンテージ、テーピングを使用する場合、拳の前面部（ナックルパート）にはテーピングを使用し
てはならない。ただし、指と指の間に細く切ったテープを通すことは認められる。
2) バンテージ、テーピングの内部に芯､紙縒り、その他の異物を巻き込んではならない。
3) 拳に装着した状態で拳骨の形が確認できない厚さに巻いてはならない｡
(2)サポーター
競技者は、金属・プラスチック・硬質ゴム等の部品が使用されておらず、また、緩衝素材等によるパディングが
されていないもので、審判員が競技に支障がないと認めるサポーター類を下肢（膝、足首）に着用することが
できる。
(3)アブドメンガード（女子）
(4)チェストガードまたは胸部のパッド（女子）
セコンド
セコンドの人数
(1)1 名
提訴
(1)提訴は一切認められない。

マーシャルワールド杯 2017JMMAF トーナメント 参加申込書
● 私はスポーツマンシップに則り JMMAF ルールの下、正々堂々と闘うことを誓います。
● 私は大会中の事故、怪我等に関して主催者及び関係者に一切の責任、異議を申し立てないことを誓います。
● 私は私自身の試合、大会に関する権利は全て主催者に帰属することを了承し試合に出場します。

私は上記の事項を了承し平成 29 年 11 月 26 日(日)に行われる JMMAF の試合に参加します。

20 歳未満の方は下の欄に保護者の方のご署名が必要となります。
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プロ昇格を希望
するか
格闘技歴

希望する ・ 希望しない ・ どちらともいえない

主な戦績
できるだけ詳しく

JMMAF(旧 JML)A ｸﾗｽﾙｰﾙﾜﾝﾏｯﾁ大会参戦経験者は必ずお書き下さい｡(地方大会は含みません)
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プロ昇格時希望階級
※ 血液検査を JMMAF(旧 JML)もしくはパンクラスに提出済の方は提出した大会月をお書き下さい。
平成

年

月

