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July 27 TEAM‘S ARRIVALS 
(Thursday; Jeudi)- 6 p.m. to 10 p.m.; De 18 H à 22 H -Weigh-in; Pesée 
July 28 (Friday; Vendredi) de 09 H à 12 heures, - 09 a. m.to 12 a.m. 
Weigh-in, Pesée 
-AT the cultural centre (centre of the town) ROCHEFORT 
-Centre culturel (centre de Rochefort) 13h; 01 p.m.: COMPETITION 
Men’s Masters Right and Left -80, +80 kg;  
Women’s Left -65,-70, +70 kg  
Men’s Left –65, -75, -85, -95, +95 kg  
Junior (e) s -18 ans; nés en 1995 ET après, born in 1995 and after,  
Les catégories seront formées en fonction du nombre de compétiteurs.  
Au moins 4 classes droit/gauche  
Girls 60- /+60 KG Right and Left 
Boys 70-/+70 kg Right and left 
Class will be done in function of the competitor's Numbers.  
At least 4 different classes right and left   
19 h; 7 p.m. - FINALS 
Awards ceremonies after each final  
July 29 -De 09 H à 12 HEURES; 09 a.m. to 12.00 a.m. -Weigh-in; Pesée 
(Saturday; Samedi) -1 p. m.; 13 heures  
COMPETITION : Men’s Right -65, -70, -75, -80, -85, -90, -100, +100 kg.  
Women’s Right -65 -70, +70 kg  
6 p. m.; 18 heures 
FINALS Awards ceremonies after each final  
July 30-31 
TEAM DEPARTURES (Sunday; Dimanche) 
Info:Deneumostier willy waf@brasdefer.be  
VISA’s procedure need to be start before 15 June 2017 
003284377770 ; 0032475763701 
 

mailto:waf@brasdefer.be


ロシュホール インターナショナル チャレンジ 

 

開 催 地： ベルギー ロシュフォール 

 

日 時： ７月２７日～３０日(到着日と出国日を含む) 

 

階級クラス ： 男子マスターズ ライト・レフト -80, +80 kg; 

男子ジュニア 参加選手の数によって決められます。 

一般男子ライト -65, -70, -75, -80, -85, -90, -100, +100 kg. 

    レフト -65, -75, -85, -95, +95 kg 

       一般女子ライト -65 -70, +70 kg 

       一般女子レフト -65 -70, +70 kg 

   ボーイズ ライト・レフト 70-/+70 kg 

ガールズ ライト・レフト 60- /+60 

 

日 程： ７月２７日 到着 

７月２８日 検量と予選、決勝(男子マスターズライト・レフト、男子

レフト、女子レフト、ジュニア、ボーイズライト・レフ

ト、ガールズライト・レフト) 

７月２９日 検量と予選、決勝(男子ライト、女子ライト) 

７月３０日 出発 

 

参 加 費：１クラス 20 ユーロ 

 

ホ テ ル：20.90 ユーロ (朝食付き) 
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