
PETER AERTS SPIRIT TOKYO 大会要綱  
PETER AERTS SPIRIT JUNIOR CHAMPIONSHIP 2015 

アマチュアキックボクシング プレ世界大会選抜トーナメント 
PETER AERTS SPIRIT One Match Fight 

【主催者挨拶】 

日本で生まれたK-1、そして日本のファンの声援により、私の格闘技人生は非常に充実したものとなりました。
そして、その恩返しとして、自分の持っているキックボクシングの技術や素晴らしさを、子供たちや若い世代
に伝えていくことが、これからの自分の役割だと思っています。そんな矢先に、第2の故郷ともいえる日本で
「PETER AERTS SPIRIT」というプロジェクトを開始することになりました。 
このプロジェクトはあくまでもアマチュアを主体としたもので、私の名前を冠に付けることにより、たくさん
の子供たちや青少年にキックボクシングの大会に参加していただいたり、道場やジムでトレーニングしてもら
うような人が増えていければと思っております。これから私自身も直接皆さんに、技術やスピリットを伝えて
いこうと考えております。 
そして、このプロジェクトが全国に広がり、やがては世界大会まで開催できるよう、大きくしていこうと考え
ております。 
本日の大会ではプロジェクト始動の第一歩となるような素晴らしい試合が見られることを楽しみにしておりま
す。 
出場する選手の皆さん、頑張って下さい。押忍!! 

「PETER AERTS SPIRIT」エグゼクティブプロデューサー  

ピーター・アーツ 

【大会趣旨】 

１. 小学生から中学生までのジュニアチャンピオンの決定。チャンピオンは今後、世界中で 

  行われる様々な大会に推薦されます 

２. 来年 3 月にタイで開催されるアマチュアキックボクシング世界大会への派遣選手の選出 

   TOKYO 大会と SENDAI 大会のトーナメント優勝者の中から、ピーター・アーツ氏が世界 

   大会への派遣選手を選抜します。また、選抜から外れても今後、各国で行われるアマチ 

   ュアトーナメントに推薦される可能性があります 

３. 中級者や初心者にも、ワンマッチ形式の試合やポイント形式のルールを用意して多く 

  の試合機会を提供します 

 

【大会内容】 

大会名 ： PETER AERTS SPIRIT TOKYO 大会  

JUNIOR CHAMPIONSHIP / アマチュアキックボクシング  プレ世界大会選抜トーナメント / One Match 

Fight 

日  時 ：2015 年 11 月 14 日（土） 受付 10 時／試合時間 12 時～16 時  

計  量 ：10 時～11 時 45 分までに規定の体重をパスして下さい  

会  場 ：ディファ有明（http://www.differ.co.jp/access_howto.htm） 

住  所 ：東京都江東区有明 1-3-25 

交  通 ：臨海副都心線「国際展示場駅」より徒歩5分/ゆりかもめ「有明テニスの森駅」より徒歩1分 

放  送 ：関東ローカル局にて放送予定（調整中） 

後  援 ：東京都（予定） 



 

※当日はピーター・アーツ氏が来場します。写真撮影やサインなど、試合進行の妨げとなる

行為はお断りする場合があります（試合参加者につきましては別途、撮影機会を設けま

す）。 
 

＜募集クラスとルール＞  

１ . 今回の開催クラス・対象年齢・ルール・試合形式・体重・性別について  

PETER AERTS SPIRIT JUNIOR CHAMPIONSHIP 2015（ジュニアチャンピオンシッ

プ） 
開催クラス 年齢 ルール 試合形式 体重 性別 
小学1～2年 7 歳以下  A トーナメント  軽・重※1 混合 
小学3～4年 10 歳以下  A トーナメント  軽・重※1 混合 
小学5～6年 12 歳以下  A トーナメント  軽・中・重※2 男 

中学1～2年部 13 歳以下  A トーナメント  軽・中・重※2 男 
中学3年生部 15 歳以下  A トーナメント  軽・中・重※2 男 

アマチュアキックボクシング  プレ世界大会 2016 選抜トーナメント  
アンダー18 18 歳以下  A トーナメント  ※3 男 

一般部 19 歳以上  A トーナメント  ※4 男 
PETER AERTS SPIRIT One Match Fight（ワンマッチ）  

小学1～2年 7 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 混合 
小学3～4年 10 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 混合 
小学5～6年 12 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 男・女 

中学1～2年部 13 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 男・女 
中学3年生部 15 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 男・女 

女子部  16～45 歳  B・C ワンマッチ  ※5 女 
高校生部  18 歳以下  B・C ワンマッチ  ※5 男・女 

一般部 19 歳以上  B・C ワンマッチ  ※5 男・女 
※1 年少期の過度な減量を禁止するため、申し込み時の希望体重から 2 クラスに分ける  

※2 年少期の過度な減量を禁止するため、申し込み時の希望体重から 3 クラス（予定）に分ける  

※3 50kg 以下 , 55 ㎏以下 , 60 ㎏以下 , 65 ㎏以下 , 70 ㎏以下 , 71 ㎏以上  

※4 55 ㎏以下 , 60 ㎏以下 , 65 ㎏以下 , 70 ㎏以下 , 71 ㎏以上  

※5 年齢、性別、経験を考慮して極力、体重差の無いマッチメイクをする  

◎トーナメントは 4 人以上の申し込みで成立と致します  

２ . ルール  
 カテゴリーA カテゴリーB カテゴリーC 

ルール KOルール（２KO） 防具付KOルール（１KO） ポイントルール（10P先取） 

※KOルールについて ダウンは5秒でKOとなる。判定基準はダウン、ダメージ、クリーンヒット、アグレッシヴの優先順位 

※ポイントルールについて 的確なヒット（ローキックは除く）をポイントとする 

試合時間 2分2Ｒ/決勝2分3Ｒ 1分30秒2Ｒ/決勝1分30秒3Ｒ 1分30秒2Ｒ/決勝1分30秒3Ｒ 

掴んでからの膝蹴り なし なし なし 
顔面部への膝蹴り あり あり なし 

※プロ経験者及びシャツから出てしまうような刺青を施している選手は出場できません。 



３ . 防具  
 カテゴリーA カテゴリーB カテゴリーC 

頭部 あり あり あり 

胴部 なし あり あり 

脚部 膝・脛サポーター 膝・脛サポーター 膝・脛サポーター 

グローブ 14oz（７１㎏以上は16 oz） 14oz 14oz 

金的・マウスピース 必着 必着 必着 

 
＜試合服装＞  
無地の白い T シャツとキックパンツ（なるべくシンプルなもの。ジムや道場名の入ったものは

使用出来ません） 
※公式Ｔシャツ・キックパンツ購入希望者は別途 5,000 円で購入出来ます（アーツ氏サイン入り）  
※マウスピース、金的ガード、ニーパット（膝 /布製）、シンガード（脛 /布もしくはビニールパット製）は

各自でご用意下さい。  

＜参加費と申し込み（お問い合わせ）＞  
①参加費：一律 5,000 円 

申込締切：11 月 6 日（金） 
（後援企業による参加費もしくは遠征費の還付を望む方は 11 月 1 日（日）まで） 

 
②申込書(別紙)をメール・郵送・FAX のいずれかにて 11 月 6 日（金）までに 
  お申込下さい。 
 
送付先： 
PETER AERTS SPIRIT 事務局 
〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-12 六本木インターナショナルビル 7F 
TEL 03-6804-2981  /  FAX 03-6804-2984 
E-mail  peter.aerts.spirit@gmail .com 

 

③11 月 6 日（金）までに下記口座に名前を明記してお振込み下さい。 
三菱東京 UFJ 銀行麻布支店  
普通口座０２０９７９８ 
GFC ジャパン株式会社 代表取締役 大成 敦まで 
 
④振込み確認後、出場確定となります。 
 
【世界大会について】 

 日程については現在調整中でが、2016 年 3 月にタイ国のラジャダムナンスタジアムで

の開催を予定しています。参加国については、現在までにタイをはじめ、オランダ、ロシア、

イギリスなどのヨーロッパ各国に加え、中国や韓国などアジア地域の国も手を挙げていま

す。 
開催クラスもアンダー18 と一般をメインに、少年部や女子部などのワンマッチスタイルの

公開クラスも企画中です。関係者一同、世界大会にふさわしい運営を心がけています。 
 また、渡航費のみの選手負担で、参加費や滞在費などは協賛企業に負担していただけ

るよう交渉中です。世界大会の情報については、随時ホームページにて発表してまいりま

す。ご期待下さい。 
 

▼ホームページ： peteraertsspirit.net 
 ※2015 年 10 月上旬オープン予定 


