
小学5年男子35㎏未満 小学4年男子30㎏以上 小学2年女子 幼年男子
小学5年女子35㎏未満 小学4年女子30㎏以上 小学3年男子27㎏未満 幼年女子
小学5年女子35㎏以上 小学5年男子35㎏以上 小学3年男子27㎏以上 小学1年男子
小学6年女子40㎏未満 小学3年女子 小学1年女子
小学6年女子40㎏以上 小学4年男子30㎏未満 小学2年男子

小学4年女子30㎏未満

中学2～3年女子50㎏未満 中学2～3年男子47㎏未満 小学6年男子40㎏以上 小学6年男子40㎏未満
中学2～3年女子50㎏以上 中学2～3年男子57㎏未満 中学1年男子52㎏未満 中学1年男子42㎏未満
高校女子48㎏未満 中学2～3年男子57㎏以上 中学1年女子43㎏未満 中学1年男子52㎏以上
高校女子55㎏未満 中学2～3年女子43㎏未満 中学1年女子43㎏以上
高校女子55㎏以上
高校男子60㎏未満
高校男子70㎏未満
高校男子70㎏以上

(50音順）

JKK聖拳武館 義和流拳法 新極真会川崎東湘南支部 白蓮会館湘南鎌倉支部
KWF極真会館 空會館 新極真会西神奈川支部 白蓮会館東京墨田支部
栄神会 空會館藤岡支部 新誠會 白蓮会館奈良学園前支部
桜琳塾 空身館 真誠塾 武奨館吉村道場
大鹿道場 空武會 誠拳會館総本部 武神佐藤道場
男塾総本部 清武会 誠真会館秋津道場 武心塾カラテ
学心会 久保田道場 誠真会館清瀬支部 武立会館
神谷塾 拳王道 誠真会館杉並道場 フルコンタクトカラテスクール
神谷塾関支部 拳友会国際総本部 誠真会館新座支部 峰武塾
神谷塾美濃加茂支部 恒心塾 誠真会館花小金井支部 北斗會本部
空手道MAC本部 光誠会 正伝流空手道中村道場 北斗會ふじみ野支部
空手道MAC西袋道場 光武会館 正樹道場
空手道拳実会 桜塾 誠流塾 宮本道場

士衛塾総本部 無限勇進会
空手道中山道場 士衛塾山梨 世界闘英館本部 理心館
空手道四葉会 七州会 閃捷塾 立志会
仰拳塾 七州会東海支部 総極真釘嶋道場 龍拳會総本部
極真会館足利道場 ジャパンカラテキッズクラブ 空心塾熱田支部 輪道会
極真会館尾張名古屋松田道場 尚道館 闘真会館常滑支部 北晋寺西道場本部道場
極真会館坂本派真岡支部 松武館空手道西神道場 闘龍會 北晋寺西道場野辺山教室
極真会館佐藤道場 昭武館カラテ武蔵野台支部 日本実践空手道西田道場 北晋寺西道場韮崎教室
極真会館浜井派愛知石川道場 心温塾 ノーティーカラテアカデミー 北晋寺西道場小淵沢教室
極真会館浜井派石川県支部 心温塾小田急相模原支部 陪劭流祐心会
極真拳武會蒲田道場 心温塾南橋本支部 陪劭流祐心会尾張旭支部
極真拳武會さいたま浦和支部 新格闘術五十嵐道場 波導館
極真拳武會平和島支部 新極真会厚木・赤羽支部

1部/開場・受付・計量　9:00～9:40　　　試合開始　10:00～

33名
19名
  5名

20名
13名
17名

Ｃコート2部 Dコート2部 2部

  6名
13名
  8名

  9名

飛馬道場

空手道鈴木塾

聖流拳真会

清凛館

参加道場一覧

  6名
25名

28名
  8名
18名

  7名
10名
10名

1部 Dコート 1部

  2名
11名

1部

12名
  7名

Ａコート Ｂコート

Ａコート 2部 Ｂコート

28名
  8名
  4名
11名
  8名

2部/開場・受付・計量　13:00～13:40　　　試合開始　14:00～

1部 Ｃコート

  6名
  4名
  4名

54試合

48試合

12名
  7名
  4名

51試合

50試合

48試合

54試合

48試合

54試合

  3名  4名

30名
18名
  8名



【会場入口のご案内について】
入館受付は２階外階段からとなっており、正面入口はご利用いただけません。
大会参加にあたり、お名前や健康状態、体温などを確認いたしますので
入館前にかならず問診票をお手元にご用意ください。

退館、再入館は１階エントランスをご利用ください。
再入館される方は、再入館者名簿にご記入いただけますよう
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

小瀬武道館 〒400-0836
山梨県甲府市小瀬町840　　　 0552-243-3115

入場受付は2階外階段からとなっており、正面入り口、
横の階段は利用いただけません。

空手関係者の入場受付は外階段（第4駐車場側）からと
なります。ご注意ください。



本大会は2部制に分け1部が終わるごとに選手を入れ替えます

第1部 9:00 ～  9:40 開場・計量（各出場コート） 10:00 ～試合開始

第2部 13:00 ～13:40 開場・計量（各出場コート） 14:00 ～試合開始

・開会式、閉会式は行いません
・当日は試合進行状況により時間が変更になる場合ございますのでご了承ください

（賞状とワッペンは後日、送付致します）
・選手の欠場につきましては道場代表者が各コートにご連絡をお願いします

選手
入口

本

部

席

司
会
・
医
療 選手

入口

【選手注意事項】
・kg未満の選手は各出場コートで体重測定を行います。計量時の服装はTシャツ・下は道衣で500gまでは考慮します
・女子の胸ガードはＴシャツの下に着用しＴシャツは白色、男子は着用しない事。
　Ｆカップ、アンダーガードはズボンの中に着用してください
・防具・赤紐の貸し出しはございませんので各自ご用意ください
・HG用のフェイスシールドにつきましてはJKJO指定品を装着してください
・試合に間に合わない場合は失格となりますのでご注意ください
・セコンドはありません。また応援もできませんのでご了承ください
・試合中の写真撮影のフラッシュ、ビデオの三脚を立てての撮影は危険な為、禁止です
・事前の怪我などでテーピングを施す必要がある場合は病院の診断書が必要です
　無い場合はテーピング使用は出来ません
　また、大会ドクターにテーピングやアイシングをお願いする場合は各自でご用意ください
　救護係の指示に従い検印を受けてください。検印が無い場合は取り外しとなります
・派手な髪型（金髪など過度の染髪、デザインした剃り込みを入れる等）での出場は禁止します
・選手はコート入退場時の挨拶を徹底してください。判定時の雄叫び・ガッツポーズは禁止です
・参加選手は勿論、付き添いの方々も相手選手や審判員に対する礼節･マナーに充分ご配慮願います
・選手、審判以外はパーテーション内には入らないでください

大 会 次 第

会　場　図

・全クラスはコートにて決勝戦まで行いコート表彰となります

A

B

C

Ｄ

アリーナ出入口



第14回YATUGATAKECUPジュニア空手道選手権大会開催における注意事項

第14回YATUGATAKECUPジュニア空手道選手権大会にご参加いただき誠にありがとうございます。
・本大会は2部制・本戦マスト・3審制となります
・出場選手が447名となりましたので代表枠は各クラス4名（繰上り2名）となります。
   コロナ禍での開催となりますので選手、付き添いの皆様、スタッフ、審判の感染予防対策の為
   以下の注意事項につきまして厳守していただきます様、ご理解とご協力をお願い致します。

【ご来場について】
・当日の体温チェックを済ませ問診票をご持参の上ご来場ください
　また体調のすぐれない場合はご来場をお控え下さい
・当日著しい体調不良（嘔吐・激しい咳・ふらつき等）が認められた場合は失格とさせて頂きます
・会場にご入館いただけますのは出場選手、付き添い1名のみとさせていただきます
・ご入館の際はYATUGATAKECUP専用の2階の入場口を設けておりますので外階段を使用して
　ご入館くださいますようお願いいたします
・ご入館の際は2階入口でマスク着用、検温、問診票をご提出ください
・マスクを着用してない方、65歳以上の方はご入館できませんのでご了承ください

【受付・アップ場・試合ついて】
・受付は当日、団体受付とさせていただきます。道場代表者が必ず受付をお願い致します
・欠場選手につきましては道場代表者が各コートへご連絡をお願いします
・各部（1部9時・2部13時）のご入場が時間指定されていますのでお守り頂けますようお願い致します
　また暑い時期ですので会場入口外での待機は体調不良につながりますのでお控えください
・アップは第1.2武道場をご利用ください。その際にはマスク又はHG着用の上、
　蜜を避けて大声を出さないようご注意ください
・施設では一般の利用者の方もおりますので1.2階のエントランスでのアップはご遠慮ください
　アップサポータの方はフェイスシールドの着用をお願いします
・アップ室の使用は開催部参加の選手と付添の方のみとなります
・アリーナ内は選手、団体代表者、審判、スタッフ以外は入場できません
・アリーナに入場頂けますのは出場する試合の5試合前までの選手となります。
　その際に小学2年生以下の選手は付添の方との入場を許可します
・選手の呼出しはしませんので試合状況をご確認の上ご入場お願いします
・選手はJKJO指定フェイスシールド着用、赤紐、自分のマスク入れをご用意ください
・計量は当日計量で各コートにて実施します上はＴシャツ、下は空手着の下衣となり
　規定体重＋500gまでは考慮します
・アリーナ、アップ室、観客席は各部ごとに消毒作業の為、入替制とさせていただきます

【付添の皆様へ】
・付添の方の入口での待機は感染予防の為にお控えください
・2階観客席にビデオ撮影席を設けてごさいますのです密にならない様にお願いします
・感染リスクの高い基礎疾患をお持ちの方65才以上の方はご来館はご遠慮願います

【その他】
・表彰はコート表彰となり賞状、ワッペンは後日各道場に送付させていただきます。
・観客席では距離を取り選手、付添の2席までのご利用をお願い致します
・当日スタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします
・飲食は2階観覧席でお願いいたします
・貴重品は各自で管理をお願いいたします
・ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします



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。

⒈ 本日の体温（37.5度以上の発熱は入場不可となります。）

⒉ 風邪に似た症状（咳・鼻づまり・痰が絡む・のどが痛むなどがありますか？ はい いいえ

⒊ 頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害など体調異常がありますか？ はい いいえ

⒋ 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

⒌ 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

⒍ 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

⒎ 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

⒏ 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、 はい いいえ

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

⒐ 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ことを理解し
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。

月 日

名　　前 ㊞

住　　所

電話番号

大会当日必ずご提出ください。

新型コロナウイルス感染症に関する問診票
選手・代表者・審判・スタッフ・付添

上記に当てはまる所に〇を付けてください

　　　　　℃

2021年


