
 

       ｢クロスオーバーアマチュア大会 -NEXT ネクスト 3-大会要項｣ 

平素よりお世話になっております。この度、クロスオーバーアマチュア大会の開催が  

決定致しましたので、是非ご参加いただけると幸いです。 

主催:KROSS×OVER実行委員会 

会場:GENスポーツパレス 4F  〒169-0073 東京都新宿区百人町２丁目 23-25 

協賛：ISAMI、reversal 協力：JUDGE SQUAD   ※MVP賞の他、敢闘賞などの賞をご用意しております 

日時：2022年 11月 27日(日)※昼は本アマチュア大会を開催 

※夜大会はプロ興行「KROSS×OVER -EXTRA.2-」を開催予定(プロ出場選手も随時募集中) 

出場資格:心身ともに健康状態が良好であること 

選手受付時間： 11:00(予定) 

計量開始時間： 11:30（受付完了後の計量となります） 

試合開始予定： 13:00(予定) 

お問い合わせ：krossoverfighting@gmail.com 携帯：070-8330-7971  

【KROSS×OVER公式アメーバブログ：https://ameblo.jp/krossoverfighting/】 

↑こちらで試合情報や、変更事項等を更新致しますので随時ご確認下さい 

その他、KROSS×OVER公式ホームページ【http://krossover.jp/】や 

以下 SNSも是非ご覧下さい 

 

     @KrossoverF             @krossover09              @KROSSOVERFIGHTING 

 

◇大会開催の目的 

本大会より主催者が能力を認めた選手に KROSS×OVERプロ興行参戦、他のメジャープロモーションへの

推薦、選手育成活動としてのサポートを積極的に行う 

 

◇参加資格 

・健康状態が良好であること  ・ジム・道場などで格闘技経験がある者 

※必ず所属ジムや道場の代表者(会長)の許可を得てから申込んでください 

また、未成年者は保護者の承諾を得てから申し込み下さい 

※フリーの選手はチーム名を付け、チーム代表者(出場選手本人を含む)を記入してください 

 

◇参加における誓約 

選手は出場するにあたり、万が一事故が発生した場合も主催者側に対し、いかなる場合においても一切の

責任や賠償を求めないこと、同大会のルールと規定に従うことを誓約し、出場するものとする。 
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◇募集ルール/クラス/階級詳細 ※今回はムエタイルールの募集はございません 

・KROSS×OVERキックボクシングルール（首相撲なし） ※Sクラス・A クラス・B クラス 

・MMA（総合格闘技）ルール ※Sクラス・A クラス・B クラス 

■KROSS×OVERキックボクシングルール概要 

◇階級 

中学生以下（クラス A,Bのみ）※男女混合 

-25kg・-30kg・-35kg・-40kg・-45kg・-50kg・-55kg・-60kg 

一般男性（15歳・高校 1年生以上）： -50kg・-55kg・-60kg・-65kg・-70kg・-75kg・＋75kg 

一般女性：-45kg・-50kg・-55kg 

※規定時間以内に体重を落とせない場合(計量オーバー)は、失格となります。 

当日計量なので無理のない階級での出場をお願いします。 

◇出場クラスについて 

Sクラス【上級】 

3分×2R/インターバル 1分/14ozグローブ使用/防具一切なし/顔面膝なし 

A クラス【中級】 

2分×2R/インターバル 30秒/14oz グローブ使用/レガース、ニーパッド、ヘッドギア有り/顔面膝なし 

B クラス【初級】 

3分×1R/14oz グローブ使用/レガース、ニーパッド、ヘッドギア有り/顔面膝なし 

判定基準:1.ダウン数 2.ダメージ 3.クリーンヒット 4.積極性 

※場合により出場を希望されるクラスや階級以外でのご出場を提案させていただく事がございます 

 

■MMA（総合格闘技）ルール概要  

◇階級 

ストロー級（-52.2kg）/フライ級（-56.7kg以下）/バンタム級（-61.2ｋｇ以下）/フェザー級（-65.8kg以下）

/ライト級（-70.3kg 以下）/ウェルター級（-77.1kg 以下）/ミドル級（-83.9kg以下） 

※規定時間以内に体重を落とせない場合(計量オーバー)は、失格となります。 

当日計量なので無理のない階級での出場をお願いします。 

◇クラス 

S クラス【上級】※パウンド全面あり 

3分×2R/インターバル 1分/防具一切なし/顔面膝なし、ヒールフック無し 

A クラス【中級】※パウンド無し 

2分×2R/インターバル 30秒/ヘッドギア、レガース、ニーパッド有り/顔面膝なし、ヒールフック無し 

B クラス【初級】※パウンド無し 

3分×1R/ヘッドギア、レガース、ニーパッド有り/顔面膝なし、ヒールフック無し 

判定基準:1.ダメージ 2.コントロール 3.積極性 ※打撃とグラップリングを総合的に評価する 

※場合により出場を希望されるクラスや階級以外でのご出場を提案させていただく事がございます 

 

◇ルール詳細について 

公式ホームページ(https://krossover.jp/?page_id=276)にも記載しておりますのでご参照下さい 
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◇試合時に必要な用具について 

・主催者用意 

【キックボクシングルール】 Sクラス・A クラス・B クラス ⇒ グローブ（14oz） 

【MMAルール】オープンフィンガーグローブ(一般参加者のみ) ※ジュニア MMAは各自用意 

・選手が用意する用具 

マウスピース、金属製ファールカップ、バンテージ、試合コスチューム、テーピング用テープ、水、タオル 

※他、A クラスと B クラス出場の選手はヘッドギアとレガース並びニーパッドをご用意ください 

※ヘッドギアはノーズタイプ(鼻付き)は不可となります。  

※MMA出場選手はマジックテープ式のレガースは使用不可(履くタイプは使用可能) 

 

◇試合時の服装  

トランクス着用、上半身は裸かラッシュガードを着用。ポケットやファスナーが付いているものは不可 

※タイオイル・整髪料は禁止 

 

◇対戦カードと入場料  決定次第 SNS等で発表致します。 

アマチュア大会観戦料:2,500円 ※選手とセコンド１名(会長含む)までは入場無料です。 

※観戦を希望の方は大会当日、会場にてお支払い下さい。 

◇その他注意事項 

・大会のマッチメイクなどについてご連絡させて頂く場合がある為、必ず連絡先(携帯)を明記してください 

・セコンドに付くことが出来るのは 1名までとなります(会長・保護者含む) 

・試合のテンポが早い為、自分の試合の５試合前までに各コーナーで待機してください 

・試合当日は必ず健康保険証を持参してください 

・当日計量となる為、試合前の無理な減量は避け、十分な体調管理を行ってください 

・傷害保険は各自自己責任で加入してください。(スポーツ安全保険、1DAY保険等) 

・当日は保険証を忘れずにご持参下さい。 

・汚いヤジや相手選手を対する中傷や侮辱する言動やマットを叩く行為は禁止とします 

・万が一怪我等の理由により参加が難しくなった場合は速やかに実行委員会にご連絡下さい 

◇参加費と締切日、お支払いについて 

第一次申込締切：2022年 11月 11日(金)必着 

一般参加費：6,000円  キッズ、ジュニア(中学生以下)：5,000円 

漏れなく記入した大会出場申込書と、参加費を現金書留にて以下の宛先に送付下さい。 

送付先 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央 1-5-6 TSビル 2F KROSS×OVER実行委員会 
携帯：070-8330-7971 

 

※自己都合による返金は出来ません(エントリーをした時点で参加費が発生します) 

※定員に達した場合、上記の日程より前に応募を締め切らせていただく場合がございますのでお早目の 

ご応募をおすすめ致します 

※1つのジムより複数名が出場される場合、まとめての送付も可能です 

※応募完了後に試合を欠場される場合は速やかにご連絡下さい 

※記入に漏れがある場合は申し込みを受け付けられない場合がございますのでご注意下さい 
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「KROSS×OVERアマチュア大会-NEXT ﾈｸｽﾄ 3-」大会出場申込書 

私は虚偽なく本申込書に記入し、本大会のルール及び規約を理解し、それを守り正々堂々と試合をする事を誓います。 

また、本大会における勝敗の判定は審判員に委ね、一切の異議を申し立てないこと、大会実施要項を承諾し試合における

いかなる事故（負傷または死亡、後遺症や盗難など）が生じても主催者に対し責任を追及しないことをここに誓約いたします。 

そして本大会に関連する肖像権・著作権は全て主催者に帰属する事を承知し、大会の出場を申し込みます。 

 

２０２２．11．27 GENスポーツパレス大会 

ふりがな(必ず記入!)                        

氏 名                  印                                         

※上記の事項に対する署名も兼ねていますので必ず自筆にてお願い致します。 

身長：     ｃｍ/通常体重：    ｋｇ/構え： オーソドックス ・ サウスポー /性別：  男  ・ 女   

生年月日：西暦     年  月  日      歳(試合時)  血液型：   型   メールアドレス:                                  

住 所 ： [〒    －        ]                                                      

携帯番号：       －  －     所属ジム名：                  選手出身地:                    

所属ジム住所：[〒    －      ]                                                     

所属ジム代表者サイン：                      代表者携帯番号：        －      －     

※未成年の場合は保護者の署名：                    印[保護者携帯:       －     －     ]   

希望するクラス・階級に必ず○印をつけてください 

◎KROSS×OVER キックボクシングルール（首相撲なし） 

・中学生以下（クラス A,B）/-25kg-・30kg・-35kg・-40kg・-45kg・-50kg・-55kg・-60kg ※男女混合 

・一般男性（16歳以上）/-50kg、-55kg・-60kg・-65kg・-70kg・-75kg・＋75kg 

・一般女性/-45kg・-50kg・-55kg 
 

◎MMAルール  

ストロー級（52.2kg以下）/フライ級（56.7kg以下）/バンタム級（61.2ｋｇ以下）/フェザー級（65.8kg以下）/ 

ライト級（70.3kg以下）/ウェルター級（77.1kg以下）/ミドル級（83.9kg以下） 
 

◎出場希望クラス(複数選択可)： Sクラス[上級] ・ A クラス[中級] ・ B クラス[初級] 

※試合可能体重：        ｋｇ～   ｋｇまで可能  

※1 日に 2 試合可能か 可能 ・ 不可  ※どちらかに〇をつけて下さい 

格闘技歴： 年 ヶ月 格闘技の種類：                                         

プロキックボクシング 戦 勝（ KO） 敗 分  

アマチュアキックボクシング 戦 勝（ KO） 敗 分  

ムエタイ             戦     勝（ KO） 敗 分  

総合格闘技(MMA)  戦 勝（ KO）    敗     分  

その他（        ） 戦 勝（ KO） 敗 分  
 

参加費  現金書留郵便にて本申込書と一般参加費 :6,000 円、キッズ及びジュニア(中学生以下):5,000 円       

を同封し下記宛先までご郵送下さい。※締切日:11月 11日(金)必着 

 

送付先 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央 1-5-6 TSビル 2F KROSS×OVER実行委員会 
※この申込書は必ず試合が出来る事を確約するものではありません。※自己都合により不参加となった場合、返金は出来ませんのでご了承ください。  
※諸事情により参加が出来なくなった場合は速やかにご連絡下さい。※マッチメイクに関して電話やメールでご連絡させて頂く場合がございます。                                                    

  

主な入賞歴・備考： 

※以下、漏れなくご記入下さい 

※複数名出場の場合はコピーも可 

受付日: 参加費: 


