
Bar Battle of Japan 2021 
RULE BOOK #6

▶競技種目 Category

・Power and Strength Battle　（最大 kg＋連続回数）

・Freestyle Battle 
 

Power and Strength Battle 

・荷重懸垂

・荷重ディップス

・懸垂連続回数

・ディップス連続回数

計４  種目の  合計得点  を競  う  Street Lifting と Calisthenics から構成されるバトル。



Power and Strength　 扱う重量(kg)

・荷重懸垂　MAX: 100kg

10kg 20kg 30kg 40kg 45kg 50kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 
100kg

・荷重ディップス　MAX : 140kg

10kg 20kg 30kg 40kg 45kg 50kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 
100kg 105kg 110kg 115kg 120kg 125kg 130kg 135kg 140kg

Power and Strength　　チャレンジと失敗について(kg)

・荷重における重量クリアに必要な懸垂・ディップスそれぞれの回数は、クリーンフォームで１回の

みです。

・好きな重量から始めることができますが、一度増えた重量は減らすことはできません。

・出場者は、成功と失敗を含めて  ３回までしか挑戦できません。（懸垂３回、ディップス３回）

（例）　50kg× →50kg 〇→55kg×⭕（終了）　　　　　　最終記録 : 50kg

・失敗して、同じ重量に再チャレンジまでの時間は 90      秒以内となります。

・最終記録が、そのまま点数に反映されます。



Power and Strength　懸垂とディップスのフォーム(kg)

・グリップは、逆手 or 順手どちらでも可　（オールタナティブ・グリップ不可）

・懸垂は、肘が伸びきり完全に静止してぶらさがった状態から、あごが鉄棒を超える高さに到達して

クリアとなります。それ以外は、失敗となります。

・ディップスは、肘が 90 度まで曲がった状態で 0.5      秒静止してから、肘が完全に伸びきる高さまで持

ち上げてクリアとなります。

・ディップスは、肩が腰より大幅に前へ出したフォームで行った場合、失敗とカウントされます。

ディップスは上下運動のため、上半身と下半身を沈めなければカウントはされません。



Power and Strength　(回数)

・懸垂連続回数　（荷重無）

・ディップス連続回数　（荷重無）

上記の連続回数を測定します。

Power and Strength　(回数)

・連続回数の測定については、ジャッジによる目視カウント、必要があればその後ビデオ審査の 2 段

方式により最終記録を確定します。

・なお挑戦する順番については、大会運営側による抽選にて決定いたします。選手は希望順を選ぶこ

とは出来ません。

・下記の規定に該当する基準をクリアした回数のみ計測対象となります。

・２秒以内に次の動作に移らない場合、その時点で計測終了となります。

・下記の通り、挑戦中にノーカウント行為がみられた場合、その行為が継続された分の回数のみ記録

の対象外となります。なお、行為の解消・改善が途中で見られた時点から、カウントも再開されます。

・地面または補助ボックスに体の一部を着いた時点で計測は強制終了となります。

・フォームについてはアメリカ（ＮＹ）式のカウントを採用。これは、１回１回を主審の合図が出て

から懸垂・ディップスの回数を行うものであり、主審の合図を待たずに高速で回数を稼ぐことは出来

ません。上げる、下げる毎に体を完全に静止する必要があります。静止が確認できたら、主審よりカ

ウントされ、次の動作を行っても良いという合図が出されます。選手はその合図を確認してから次の

動作（回数）を行ってください。



種目 ノーカウント （禁止行為）❌

Dips ・スタートポジション、エンドポジションで肘が曲がっている

・肘の内側が９０度になるまで体を沈められていない

・肩が腰より大幅に前に出たフォームは、ノーカウント

・キッピング、反動が明らか見られる場合、ノーカウント

・選手の後方６１ｃｍ時点に置かれたボックスに体が触れるスイングはノーカウント

・２秒以内に次の動作に移らなかった場合、足が地面に着いた時点でカウント終了

・個々の動作を静止して丁寧に行わない場合、または主審が合図を出していないのに

次の動作を始める行為

Pull ups ・ボトムポジションで肘が曲がる、アゴが鉄棒と同じ高さに達していない

・順手以外の握り方は禁止

・キッピング、反動が明らか見られる場合、ノーカウント

・出場者が鉄棒にぶらさがった地点から正面３０ｃｍ地点に置かれたボックスに身体

　の一部が触れた場合はその分の懸垂カウントは行われない

・２秒以内に次の動作に映らなかった場合、足が地面に着いた時点でカウント終了

・個々の動作を静止して丁寧に行わない場合、または主審が合図を出していないのに

次の動作を始める行為



Power and Strength プロ区分　Professional

・体重別、完全なる実力勝負で競う 中〜上級向けレベル

・大会当日の計量により、エントリー時のご希望の出場カテゴリーの出場条件を最終確認します。

・各重量カテゴリーの上位選手を、Light Weight、Middle Weight、Heavy Weight チャンピョンとい

う名称でそれぞれ表彰します。

・ただし、一部の階級の出場者が規定数（  ２  名  またはそれ  以下）の場合、最も近い体重の階級枠での

出場変更になります。例：ヘビー級 2名のみ出場→ミドル級にて登録変更

Light Weight 〜68kg Middle Weight　68kg〜79kg Heavy Weight　80kg〜

Power and Strength　アマチュア Amateur

・体重は関係なく、「実力＋人気投票」の合計で競う初級向けレベル。

・人気投票は、何キロの記録を出したとは関係なく、会場やオーディエンスを湧かしたか？を数値化

（例：コスチューム、パフォーマンスなど）観客投票数に応じた点数を付与します。

・重量別はないので当日計量などは行いません。

・表彰は、合計点数の上位選手が対象になります。

重量関係なし　



Power and Strength　点数について

・プロ評価方式

荷重懸垂 A （記録）kg × 1 点　    （例）50kg の場合、50 点　

荷重ディップス B （記録）kg × 0.8 点　  （例）70kg の場合、56 点

懸垂連続 C （記録）回数×2.5 点　   （例）20 回の場合、50 点

ディップス連続 D （記録）回数×2 点     （例）30 回の場合、60 点

（合計） （A＋B＋C＋D）点 -----

アマチュア評価方式

荷重懸垂 A （記録）kg × 1 点　    （例）50kg の場合、50 点　

荷重ディップス B （記録）kg × 0.8 点　  （例）70kg の場合、56 点

懸垂連続 C （記録）回数×2.5 点　   （例）20 回の場合、50 点

ディップス連続 D （記録）回数×2 点     （例）30 回の場合、60 点

スタイル点

E  最大 30 点を下記に基づき各選手に加点する。

オーディエンスを湧かせた選手に、

人気投票獲得数に応じた割合分の点数を付与

（例)場を盛り上げる演出やチャレンジ

（合計） （A＋B＋C＋D＋E）点 -----

※アマチュア評価におけるスタイル点は、A、B、C、D の４種目の総合的なパフォーマンスに対する

観客の人気投票となる。

全４種目終了後にスタッフによる投票集計が行われます。

・年齢および性別への配慮規定

年齢に応じて、最終記録に倍率を加えた点数が付与されます。

※スタイル点にはは適用されません。

40 ~ 44歳　5%
46 ~ 49歳　10%
50 ~ 54歳　15%
55 ~ 59歳　20％

60歳 ~ 　　25% 

※女性出場枠については、年齢に関係なく一律で獲得点数に×30%の倍率が加算されたものが最終得点

となります。



Power and Strength　表彰

・表彰対象について

プロ　Light Weight　上位３名

プロ　Middle Weight　上位３名

プロ　Heavy Weight 上位３名

アマチュア　上位３名

※一つの階級に５名以上の出場者がいた場合は、上位３名を表彰。

※一つの階級に出場者が３名～４名の場合は、上位２名を表彰。

※大会翌日以降に入賞者には賞状（電子版）がメールにて授与される。

・部分表彰（  WEB      のみ）について

下記の種目において、本大会の全選手の中で最高記録を出した者または、過去の日本記録を更新した

者について、個別にホームページ上で選手名を公開することによる表彰とします。

・荷重懸垂(kg)・・・日本記録更新の場合、新たな日本記録となる。

・荷重ディップス(kg)・・・日本記録更新の場合、新たな日本記録となる。

・懸垂連続回数(回数)・・・日本記録更新の場合、新たな日本記録となる。

・ディップス連続回数(回数）・・・日本記録更新の場合、新たな日本記録となる。

・20代、30代、40代、50代、60代以上の年代別ごとに総合的に優秀な記録を収めた者。

・女性出場者がいる場合、女性枠で総合的に優秀な記録を収めた者。

第６回 Bar Battle of Japan 2020

主催：Kamui Park
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