
ご来場される方へ、必ずご一読下さい 

 

大会名／武神カラテオールジャパンカップ２０２１ 
日 時／令和３年７月１１日（日） 会 場／日本ガイシホールメインアリーナ 
 
 

【選手入場のご案内】２F正面入口（南口） 
本大会は２部制となります。別紙部門表を参照の上、お間違いのないようご来場下さい。 
 

［１部］開場／９：００ 開会式／１０：００ 
［２部］開場／１１：３０ 開会式／１２：３０ 
・会場に入場できるのは、選手と付添い１名までとなります（必ず問診票を提出して下さい） 
・来場者は必ずマスクを着用して下さい。 

・入場の際、問診票を提出の上検温を実施します。37.5度以上の発熱者、感染による危険度が 

高い６５歳以上の方の入場をお断りします。 

・団体受付は必ず団体の責任者が代表して受付して下さい。個人では受付できません。 
 

【試合のご案内】 
１部、２部共、開会式終了後、準備ができたコートより試合が始まります。出場５試合前までの選
手は準備をしてコートまでお集まり下さい。遅れると失格になる場合もありますので、ご注意下さ
い。コート横に、マスクを置く机を用意します。マスクはポーチ等に入れて管理して下さい。 
 

［１部］初心・初級・選抜幼年～小学２年・一般有級 
◎初心・初級・一般有級はセコンドあり。但し、声を出しての応援は禁止とします。 

◎セコンド１名のみ、１Fアリーナに入場できます（リストバンド必要）。 

◎選抜クラスは JKJOの規定によりセコンドなし。 
［２部］選抜小学３年以上・一般有段 
   ◎２部は全クラスセコンドなし。出場選手以外、１Fアリーナには入場できません。 
 

【計量のご案内】 
体重制限のある部門は全員計量が必要となります。必ず下記日程にて計測して下さい。 

計量が済んでいない選手は試合に出られませんのでご注意下さい。 

［前日計量］２０日（土）１８：３０～１９：３０ 会場／１F 第一研修室 

［当日計量］２１日（日）１部９：００～１０：００ ２部１１：３０～１２：３０ 

※大会当日は大変混み合います。東海地区の方は出来る限り前日計量をお願いします。 

※計量は上が Tシャツ、下は道着の下のみ（＋５００gまでは空手着の重さを考慮します）。 

※前日計量時、計量施設以外は入場できませんのでご注意下さい。 



【アップスペースのご案内】 
アップスペースはございません。１部２部とも開場後３０分間１Fアリーナを開放しますので、場
内アナウンスをご確認下さい。２部は１部試合終了後となります。その他でのアップは禁止となり
ますのでご注意下さい。 
 

【エントリー確認】 
下記ホームページにてトーナメントが公開されています。ご確認下さい。 

・武神オフィシャルサイト → karate-bushin.com 

・全日本ランキングオフィシャルサイト → karateranking.jp 

・JKJOオフィシャルサイト → karate-jkjo.jp 
 

【ブース出展のご案内】 
会場入口ロビーにおいて、様々なブースが出店されます 
・格闘技専門店 拳屋／JKJO及び空手関連商品の販売 

・Fighting BOLT／武神のオフィシャルグッズ、他 Tシャツ等の販売 
・格闘技ショップ イサミ／JKJO及び空手関連商品の販売 

・マーシャルワールド／JKJO及び空手関連商品の販売 

・ヨコブリシ／オリジナル空手グッズ、刺繍入り商品実演販売 
 

【駐車場について】 
会場敷地内に有料（１日５００円）駐車場がございます。スペースは十分に有りますが、入場時混
雑が予想されますのでご注意下さい。駐車場オープン８時予定。 
 

【その他の注意事項】 
・日本ガイシホールは、メインアリーナ以外にも様々な施設があり、それぞれイベントが行われて 
います。他のイベントに迷惑を掛からないようご注意下さい。 
・空手着の下、男子は裸、女子は白色のTシャツのみ。刺青やタトゥーは隠して下さい。 
・観客席は十分ございますので、席を空けてご利用下さい。 
・迷子にならないよう小さなお子様は充分注意して下さい。 

・表彰はコート表彰となります。 
・閉会式は行いません。試合終了後、速やかにお帰り下さい。 
・ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 



初心（上段蹴りなし） 幼年男女／11名
初心（上段蹴りなし） 小学１年男女／16名
初心（上段蹴りなし） 小学２年男女／15名

初級 小学６年男／18名
初級 中学男／11名
初級 中学女／3名
一般 有級男65kg未満／7名
一般 有級男65kg以上／4名
一般 有級女50kg未満／2名
一般 有級女50kg以上／3名

選抜 高校男60kg未満／17名
選抜 高校男70kg未満／7名
選抜 高校男70kg以上／4名
選抜 高校女48kg未満／9名
選抜 高校女55kg以上／9名
一般 有段男65kg未満／10名
一般 有段男75kg未満／5名
一般 有段男75kg以上／5名
一般 有段女55kg未満／8名
一般 有段女55kg以上／2名

初心（上段蹴りあり） 小学１年男／8名
初心（上段蹴りあり） 小学２年男／9名
初心（上段蹴りあり） 小学４年男／9名
初心（上段蹴りあり） 小学５年男／12名
初心（上段蹴りあり） 小学６年男／8名

選抜 小学１年女／5名
選抜 小学２年女／11名
選抜 小学３年女／15名
選抜 小学６年男40kg未満／48名

初級 幼年／6名
初級 小学１年男／9名
初級 小学２年男／9名
初級 小学２年女／3名
初級 小学３年女／3名
初級 小学４年女／11名
初級 小学５年女／3名

選抜 小学４年女30kg未満／12名
選抜 小学４年女30kg以上／12名
選抜 小学５年女35kg未満／14名
選抜 小学５年女35kg以上／12名
選抜 小学６年女40kg未満／19名
選抜 小学６年女40kg以上／11名

選抜 幼児男／8名
選抜 幼児女／5名
選抜 小学１年男／16名
選抜 小学２年男／21名

選抜 中学１年女43kg未満／17名
選抜 中学１年女43kg以上／13名
選抜 中学２～３年女43kg未満／12名
選抜 中学２～３年女50kg未満／13名
選抜 中学２～３年女50kg以上／12名
選抜 高校女55kg未満／11名

初心（上段蹴りなし） 小学３年男女／12名
初心（上段蹴りなし） 小学４年男女／12名
初心（上段蹴りなし） 小学５年男女／3名
初心（上段蹴りなし） 小学６年男女／5名
初心（上段蹴りあり） 中学男55kg未満／9名
初心（上段蹴りあり） 中学男55kg以上／3名

選抜 小学４年男30kg未満／23名
選抜 小学４年男30kg以上／27名
選抜 小学６年男40kg以上／29名

初心（上段蹴りあり） 年少、年中／2名
初心（上段蹴りあり） 小学１年女／3名
初心（上段蹴りあり） 小学２年女／3名
初心（上段蹴りあり） 小学３年女／6名
初心（上段蹴りあり） 小学４年女／2名
初心（上段蹴りあり） 小学５年女／3名
初心（上段蹴りあり） 小学６年女／2名
初級 小学５年男／21名

選抜 小学３年男27kg未満／14名
選抜 中学１年男42kg未満／26名
選抜 中学１年男52kg未満／29名
選抜 中学１年男52kg以上／11名

初心（上段蹴りあり） 小学３年男／13名
初級 小学３年男／21名
初級 小学４年男／13名

選抜 中学２～３年男47kg未満／28名
選抜 中学２～３年男57kg未満／27名
選抜 中学２～３年男57kg以上／23名

選抜 小学３年男27kg以上／17名
選抜 小学５年男35kg未満／38名
選抜 小学５年男35kg以上／24名

メインコート【１部】４８名 Aコート【１部】４６名

Aコート【２部】79名

Cコート【１部】５０名

Cコート【２部】7８名

Eコート【１部】４２名

Gコート【１部】４２名

Gコート【２部】79名

Eコート【２部】８０名

メインコート【２部】７６名

Bコート【１部】４４名

Dコート【１部】４４名

Dコート【２部】７９名

Fコート【１部】４７名

Fコート【２部】７８名

Bコート【２部】８０名
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新型コロナウイルス感染症に関する問診票(選手用) 

大会を安全に開催するための問診となります。 

体調不良など以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。 

確認項目 選手 

1. 本日の体温 (37.5 度以上の発熱は入場不可となります) ℃ 

2. 風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどが痛む等がありますか？ はい いいえ 

3. 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害などがありますか？ はい いいえ 

4. 
家族の方で2週間以内に新型コロナウイルスに感染された方がい

ますか？ 
はい いいえ 

5. 2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？ はい いいえ 

6. 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ 

7．倦怠感が続く、疲れを感じやすい等、体調の異常がありますか？ はい いいえ 

8. 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航

した者や渡航者と接触したことがありますか？
はい いいえ 

大会実行委員会殿

私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催している事を理解し

万が一私達（選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。

年 月 日

名前（当日会場に入場される方） 

（選手） （年齢） 歳

（保護者） ㊞

住所 

電話番号 

※大会当日必ずご提出ください。

※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります



 

新型コロナウイルス感染症に関する問診票（選手以外） 

（先生・スタッフ・審判・付添） 

大会を安全に開催するための問診となります。 

体調不良など以下の質問のいずれかに該当する方は参加不可となります。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご理解、ご協力をお願いいたします。 

確認項目 

1. 本日の体温 (37.5 度以上の発熱は入場不可となります) ℃ 

2. 風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどが痛む等がありますか？ はい いいえ 

3. 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害などがありますか？ はい いいえ 

4. 
家族の方で2週間以内に新型コロナウイルスに感染された方がい

ますか？ 
はい いいえ 

5. 2週間以内に濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいますか？ はい いいえ 

6. 家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいますか？ はい いいえ 

7．倦怠感が続く、疲れを感じやすい等、体調の異常がありますか？ はい いいえ 

8. 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航

した者や渡航者と接触したことがありますか？
はい いいえ 

9. 65才以上ですか？ はい いいえ 

大会実行委員会殿

私は、今大会が新型コロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期して開催している事を理解し

万が一私達（選手及び付添者）が感染した場合でも、主催者側に対し、一切の責任を問いません。

年 月 日

名前（当日会場に入場される方） 

（氏名） ㊞ （年齢） 歳

住所 

電話番号 

※大会当日必ずご提出ください。

※持参されない方は当日受付で記入してからの入場になります。




