
関係者各位 

874-0944 大分県別府市元町 1-25 Gパレスビル 5F 

TEL・FAX 0977-23-0834 

携帯 090-5481-3458   

mail／bravelygym@gmail.com 

 

ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 

代表  伴 政和 

   第８回 ＫＯＤＯ－魂動－ 大会開催のご案内 

 

拝啓 初夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます 

さて この度 2022年 7月 3日(日) さいき城山桜ホールにて『第８回 ＫＯＤＯ－魂動－』 

を下記のとおり催すこととなりました。 

そこでプロ、アマチュア大会を行いますので大会概要、出場申込用紙を別紙にて同封致します。 

貴ジム、道場からのご参加をお待ちしております。 

何卒宜しくお願い申し上げます。                                    

                              

敬 具 

                                               

記 

《大会名》      第８回 ＫＯＤＯ－魂動－ 

《主催》        ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 

《日時》       ２０２２年７月３日(日) 

      1部アマチュア 開場 9時 45分／開始 10時 00分 

2部プロ     開場 14時 00分／開始 14時 30分 

《住所》：〒876-0831 佐伯市大手町 2丁目 2番 28号 http://sakura-hall-saiki.com/ 

《電話》：TEL：0972-24-2228  FAX：0972-24-2229 

 

《入場料金》 1部アマチュア 全席 ¥1,000－ 

2部プロ     SRS ¥12,000－ RS ¥9,000－ A ¥6,000－ B ¥4,000－ 

※当日券は 1部 2部ともに¥500UPとなります。 

《配信チケット》 

￥3,000－  プレミアム￥10,000－ https://teket.jp/1969/12495   

 

《お問い合わせ》ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 担当 伴 

TEL・FAX 0977-23-0834 

携帯 090-5481-3458   

mail／bravelygym@gmail.com 

《ＫＯＤＯホームページ》http://www.bravelygym.com/event.html#kodo 魂動 ムエタイ←クリック      

《ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ ホームページ》http://www.bravelygym.com 

《ＫＯＤＯ Facebook》https://www.facebook.com/kodo.muaythai 

mailto:mail／bravelygym@gmail.com
http://sakura-hall-saiki.com/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fteket.jp%2F1969%2F12495&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2R568aP6xbHUh70uiKNVaw
mailto:mail／bravelygym@gmail.com
https://www.facebook.com/kodo.muaythai


第８回 ＫＯＤＯ－魂動－ 

【大会概要】 

《主催》        ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 

《日時》        2022年 7月 3日(日) 

 1部アマチュア 開場 9時 45分／開始 10時 00分 

2部プロ     開場 14時 00分／開始 14時 30分 

《会場》        さいき城山桜ホール（〒876-0831 佐伯市大手町 2丁目 2番 28号 ） 

            http://sakura-hall-saiki.com/ 

《計量》    前日計量   プロ 14：30～ アマチュア 16：00～（リモート） 

【ホテル金水苑】 876-0803大分県佐伯市駅前２丁目４－１３ 

TEL 0972-22-8181 

 

《ルール及び持ち物》 

       ＫＯＤＯアマチュアルールを参照ください。 

     http://www.bravelygym.com/data/kodo/amateur_lules.pdf        

《入場料金》 

1部アマチュア 全席 ¥1,000－ 

2部プロ     SRS ¥12,000－ RS ¥9,000－ A ¥6,000－ B ¥4,000－ 

※当日券は 1部 2部ともに¥500UPとなります。 

《開場》1部アマチュアは 9：45開場、終了後一度全員会場外に出てもらいます。 

    2部プロは 14：00開場 

《募集クラス・階級》 

（一般アマチュア A・Bクラス） 

－50㎏・－55㎏・－60㎏・－65㎏・－70㎏・－75㎏・－80㎏・－85㎏・85㎏～ 

（一般アマチュア女子 A・Bクラス） 

－40㎏・－45㎏・－50㎏・－55㎏・－60㎏・－65㎏・65㎏～ 

（ジュニア A・Bクラス／ジュニアトーナメント） 

－25㎏・－30㎏・－35㎏・－40㎏・－45㎏・－50㎏・－55㎏ 

《出場費》 

(一般・ジュニアトーナメント) 5,000円 

(ジュニアワンマッチ)     3,500円 

※保険については大会全体で保険に加入していますが、各個人での加入をお勧めします。 

※主催者都合で試合が組めない場合は返金いたします。自己都合による欠場は返金できません。 

http://sakura-hall-saiki.com/


《申込方法》 

出場申込書・誓約書の希望クラスを○で囲み、記入捺印の上、出場費と現金書留で郵送ください。 

 

《申込締切》 

６月１０日(金)までの消印有効  

 

《セコンド》 

各ジム２名までセコンドパスを配布します。 

※バックステージには立ち入り禁止。 

※セコンドリスト提出ない場合は配布できません。 

 

《セコンドリスト締切》 

６月２０日(月)までにＦＡＸください。 

 

《送付先・問い合わせ》 

874-0944 大分県別府市元町 1-25 Gパレスビル 5F 

ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 

代表  伴 政和 

TEL・FAX 0977-23-0834 携帯 090-5481-3458 

 

《注意事項》 

・会場内でのタイオイル使用は指定場所で使用してください。床にこぼした場合はきれいに拭き取っ

てください。 

・泥酔状態の方、試合に影響を及ぼす行為をされる方は退出していただきます。 

・ゴミ等は各自持ち帰り綺麗に会場を使用してください。 

・駐車場はお近くのコインパーキングをご使用ください。 

※感染症対策については別紙参照 

《動画撮影》 

ビデオカメラ、携帯電話、タブレットによる動画撮影については１部アマチュアは可とします。 

２部プロでは動画撮影は禁止します。 

 

《お問い合わせ》ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 担当 伴 

TEL・FAX 0977-23-0834 

携帯 090-5481-3458   

mail／bravelygym@gmail.com 

※1部対戦カードにつきましては下記のホームページ内ＫＯＤＯページ、ブログまたは、 

Ｆａｃｅｂｏｏｋにて公開いたします。 

確認できない場合はご連絡ください。対戦カードを郵送もしくはＦＡＸさせていただきます。 

※ 試合数に限り（３０試合予定）があり、マッチメイクできない場合もございますのでご了承くださ

い。 

《ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ ホームページ》http://bravelygym.com 

《ＫＯＤＯ Facebook》 https://www.facebook.com/kodo.muaythai 

 

mailto:mail／bravelygym@gmail.com
https://www.facebook.com/kodo.muaythai


【ジュニアトーナメント概要】 

 

《募集階級》 

‐２５ｋｇ ・ ‐３０ｋｇ ・ ‐３５ｋｇ ・ ‐４０ｋｇ ・ ‐４５ｋｇ ・ ‐５０ｋｇ ・ ‐５５ｋｇ 

《募集資格》 

プロライセンスを持っていない者。 
 

中学生以下で 15 歳以下を子供（ジュニア）とする。 

（ジュニアランキング） 

Ｍ－１事務局が認定した試合の結果、内容を基に選考する。   

下記の通り、各階級に年齢制限を設ける。 
   

25 ㎏級 10 歳まで 
     

30 ㎏級 11 歳まで 
     

35 ㎏級 12 歳まで 
     

40 ㎏級 13 歳まで 
     

45 ㎏級 14 歳まで なお、試合当日が誕生日の場合は上の階級にランクされる。 

（募集人数） 

各階級定員６名までとする。 

※エントリー数が６名を超えた場合、戦績、獲得タイトル等を考慮し、主催者判断で選考させていただく場合

もありますのでご了承ください。 

 

（シード枠） 

前日計量後くじ引きにて決定する。 

 

《ルール》 

２分２ラウンド（インターバル３０秒） 

※ＫＯＤＯアマチュアルールに準ずる。 

 

《トーナメントマッチメイク》 

計量後テレビ電話でのくじ引きにて決定する。 

 

《トーナメント出場費》 

５，０００円 

 

《申込方法》 

同封の出場申込書・誓約書のトーナメントを○で囲み記入捺印の上、出場費を現金書留にて郵送ください。 

 

《申込締切》 

６月１０日(金)までの消印有効 

 

《送付先》 

874-0944大分県別府市元町１－２５ Gパレスビル５F     

ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ 代表  伴 政和 

 



西暦 年 月 日  生まれ 才

キックルール 戦 勝 敗 分

その他格闘技 戦 勝 敗 分

Ａクラス・Ｂクラスどちらでも

（                      ）㎏

（氏名） （連絡先） （続柄）

㊞ （続柄）

氏      名 ㊞

ふ  り  が  な

生  年  月  日

戦  績

出場希望クラス Ａクラスのみ

第８回　KODO-魂動ー  出場申込書

身長：（                 ）㎝

リ ン グ ネ ー ム 血液型：（                 ）

ふ  り  が  な

届出日：西暦  ２０ 　   年      月      日

連絡先

代表者名

ジム名

所  属  ジ  ム

※保険の申し込みに必要な為、本名を正確にご記入ください。

氏            名
性別    ：    男  ・  女㊞

Ｂクラスのみ

通常体重

・ジュニアトーナメント
・ジュニアワンマッチ

‐２５ｋｇ　・　‐３０ｋｇ　・　‐３５ｋｇ　・　‐４０ｋｇ　・　‐４５ｋｇ　・　‐５０ｋｇ　・　‐５５ｋｇ

一般ワンマッチ出場クラス
‐４０ｋｇ　・　‐４５ｋｇ　・　‐５０ｋｇ　・　‐５５ｋｇ　・　‐６０ｋｇ　・　‐６５ｋｇ　・　‐７０ｋｇ　・　‐７５ｋｇ
・　‐８０ｋｇ　・　‐８５ｋｇ　・　８５ｋｇ～

※申込クラス体重以下に合わせること。

住             所
〒

連絡先電話番号

緊急連絡先（親族）

保    護    者

※未成年の場合は保護者の署名・捺印が必要です。

※連絡先は確実に連絡が取れるものを 必ずお書きください。

誓約書

BRAVELY　GYM
代表　　伴　政和

アマチュア大会に出場するにあたり、大会側が定めた新型コロナウイルス感染防止策を順守し怪我及び死亡事故があった場
合は、主催者側の責任は免除され

自己の責任において出場を希望することを誓約いたします。

令和　      年      月      日


