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2017 年国際合気道競技大会開催要項(Ver.2.0_12/2016 改定)
1．趣 旨
海外から集まる、富木合気道：TOMIKI AIKIDO の道友に、日本の心を伝える。
セミナー、試合を通して参加者同士の技の研鑽と親睦を目的とし、レベルの高い競技大会を
目指す。
競技合気道を考案し、普及・発展に努めた富木謙治師範、大庭英雄師範の生誕地である開催
地、秋田県、仙北市の皆様方と、道友が触れ合う生きた国際交流の場を創出する。
2．名 称
2017 年秋田国際合気道フェスティバル
第十二回国際合気道競技大会
2017 International Aikido Festival in Akita
The 12th International Competitive Aikido Tournament
3．日 時
2017 年 8 月 30 日(水)～9 月 3 日(日)
4．競技会場
秋田県立田沢湖スポーツセンター
〒014-1201

秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野 73-75

電話 0187-46-2001

Fax 0187-46-2003

5．主 催
特定非営利活動法人日本合気道協会
(NPO Japan Aikido Association)
6．協 賛
仙北市合気道角館協会、合気道横手協会、関東合気道協会、関東学生合気道競技連盟
後 援
秋田県、仙北市、
7．日 程
8 月 30 日(水)

16:00～

指定宿泊施設(田沢湖 SC、森の風)にて受付

19:00～19:30 基調講演（宿で夕食を済ませてからお集まり下さい）
19:30～21:00 歓迎パーティー
(レストラン・ビラ…スポーツセンターから約 200ｍ）
8 月 31 日(木)

9:00～

開会式・集合写真撮影
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10:00～14:30

合気道セミナー・高段者セミナー

14:30～15:30

昇段審査会

15:30～18:00

ルール説明・審判講習会(海外審判員は参加必須)

18:30～20:00

TAIN・ITAF 会議（ホテル森の風田沢湖・会議室）

9 月 1 日(金)

9:00～12:30
13:30～20:00

合気道セミナー・高段者セミナー
競技大会（1 日目）演武競技(17 本・古流第三・自由)予選
乱取男子個人戦予選、乱取女子個人戦予選、

9 月 2 日(土)

9:00～12:00

競技大会（2 日目）男子団体戦予選、混合団体戦予選、

13:00～14:00 招待演武(桶川フリースクール他)、
合気道体験会(仙北市スポーツ少年団)
14:00～18:00
9 月 3 日(日)

乱取女子団体戦予選、乱取男子団体戦予選

9:00～12:00 競技大会（3 日目）各種目準決勝
13:00～16:20

各種目決勝・師範演武

16:20～

徒手乱取選抜トーナメント（新企画）

18:30～20:00 表彰式、パーティー
(レストラン・ビラ…スポーツセンターから約 200ｍ）
9 月 4 日(月) オプションツアー 仙北市観光
8:30～ ツアー出発
9:00～ 田沢湖畔半周遊覧船・潟尻・辰子像
11:00～ 角館武家屋敷・天寧寺(拝観)・昼食
13:20～ JR 角館駅到着
（13:50 発秋田新幹線こまち 22 号→17:04 東京駅）
※参加申込組数により、予選の内容・種目の開催日を入れ替えることがあります。
この他、運営の都合によりスケジュール内容は変更することがあります。

8．競技種目

乱取り

男子

団体(5 名)・個人（段位制限なし）

女子

団体(3 名)・個人（段位制限なし）

乱取基本の形 17 本(有段の部は短刀）
男女別なし
(無段の部は徒手）

演

武

護身の形(古流第三の形)

段位制限なし 男女別なし
座技・立技まで

徒手自由技

段位制限なし 男女別なし
受け一人、2 分以内
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種目別混合団体戦

徒手乱取選抜トーナメント

第 1 試合 護身の形（古流第三の形） 座り技 8 本（段位制限なし 男女別なし）
第 2 試合 護身の形（古流第三の形） 立ち技 8 本（段位制限なし 男女別なし）
第 3 試合 男子短刀乱取（段位制限なし）
第 4 試合 女子担当乱取（段位制限なし）
第 5 試合 男子徒手乱取：準短刀乱取りルール（段位制限なし）
※第 3～5 試合は、畳が 50 畳ルールに変わりました。
新企画 事前に 16 名の選手を選抜
（ルール骨子については JAA ホームページに掲載しています）
（選抜方法およびルール詳細と説明の動画は 11 月中に公開いたします）

※演武競技は同一選手の参加を 2 種目までとする
※種目別混合団体戦は乱取・演武に参加していても出場できる
※審判員は、同一の種目に出場できない（演武・混合団体戦・乱取個人戦・乱取団体戦）

演武競技は採点方式で行い、上位 4 組で決勝戦を行います。
無段の部は受・取ともに無段。また段位はエントリー時点の段位に基づきます。

9．参加費用
A. 大会参加登録料 一人一律 3,000 円（役員・選手を問わず）
※本登録料には大会期間中の合気道セミナー参加料、プログラム代が含まれています。
B. 競

技

団体戦男子（15,000 円

外国 7,500 円） １チーム

団体戦女子（ 9,000 円

外国 4,500 円） １チーム

個人戦

（ 3,000 円

外国 1,500 円） １人

演

（ 6,000 円

外国 3,000 円） １種目、1 組

武

混合団体戦（15,000 円
C. 昼食代

外国 7,500 円） １チーム

720 円/1 食 (要事前申込、朝食と夕食は宿泊費に込み)

D. パーティ参加費（歓迎パーティ 1,000 円・表彰式パーティー

5,000 円）

小学生以下無料
E. オプション・ツアー(国内外同一)

6,000 円

小学生 3,000 円

※食事はベジタリアン対応可能(事前予約)。
10．宿 泊
JAA を通じて、会場となる秋田県立田沢湖スポーツセンター内の宿泊室と、ホテル森の風田
沢湖(スポーツセンターから 6.8 ㎞。会場間送迎バス付。)の 2 施設に、早期予約ができます。
JAA ホームページに掲載の宿泊案内に従ってお申込みください。大会参加申込と合わせて受
け付けます。申込期限を過ぎた場合や、上記以外のホテルの予約は各自でお願いします。
JAA では一般向け通常設定価格よりも若干安い価格で早期予約を受け付けます。
スポーツセンター(http//www.tazawako-sports.com/)：宿泊代 1 泊 6,000 円（8/30～9/2。9/3
泊は夕食なし 4,200 円)。殆どの部屋が大部屋でバス・トイレ・TV なしの畳部屋です。温泉大
浴場はありますが、アメニティグッズはなく、寝巻類も各自ご持参ください。また、寝具は布
団で、喫煙コーナー以外は全館禁煙。部屋での飲酒禁止。10 時消灯。クレジットカードは利
用不可。Wi-fi は制限付きで利用可。
ホテル森の風田沢湖(http//www.hotel-tazawa.com/)：宿泊代 1 泊 8,000 円(8/30～9/2。9/3
泊は夕食なし 7,000 円)。Wi-fi 利用は制限なし。クレジットカード利用可。一部に喫煙可能
部屋あり(事前予約)。売店・飲酒コーナーあり。消灯時間なし。選べる浴衣や露天風呂があ
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り、英語堪能なフロントも常駐しており、海外の方はこちらの宿泊をお勧めいたします。
食事は両施設ともバイキング方式となります。
※部屋割り
田沢湖スポーツセンターは多人数部屋になります。
風の森は４人一部屋を基本とした部屋になります。
各団体の参加者に応じて各種タイプの部屋を割り振らせていただきますので、予めご了承くださ
い。

11．大会参加および宿泊申し込み
申込希望者は、所属団体ごとに所定の申込書(JAA ホームページに掲載)に記入し、2017 年
1 月 31 日(火)までに、E メールに添付して大会事務局へ送信ください。なお、4 月 15 日まで
変更を認めます。
事務局で確認後、参加費、宿泊料、昼食代等の総額の請求をいたしますので、期日までにお支
払い下さい。
（国内：銀行振込み、海外 paypal・銀行送金）
入金確認を持って受付完了といたします。
受付完了後のキャンセルについては以下の手数料がかかります。
参加費

宿泊料

昼食代

～4 月 15 日まで

無料

無料

無料

無料

～7 月 31 日まで

50%

50%

無料

無料

100%

100%

100%

8 月 1 日以降

パーティー

100%

申込書受付後、折り返し入金案内のメールをお送りします。
入金期限

2017 年 3 月 31 日(金)

13．大会事務局
2017 年秋田国際大会事務局

E-mail: info＠aikido-kyokai.com

〒177-0042 東京都練馬区下石神井 1-7-6
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