
●送付品
【一般クラス抗原検査実施】 ※出場選手はマスクを着用しないで試合を行いますので全選手に抗原検査を実施させて頂きます。

　抗原検査キットは同梱したJKJOで販売させて頂く物をご使用下さい。
　抗原検査キットの販売価格は2,000円となります。
　抗原検査キットのお支払いは9月27日㈫までに下記の口座へお振込み頂けますようにお願い致します。
(欠場される選手は抗原検査キットをJKJO本部へと送り返して下さい。)
　　【振込先口座】三井住友銀行　港北ニュータウン支店　普通口座　0625414　一般社団法人　全日本空手審判機構
団体・道場でまとめてお振込み頂ける場合は道場名、選手個人でお振込み頂ける場合も選手名の前に選手のゼッケン番号を
打ち込んでから名前をご入力下さい。(例：25　△△道場、162　○○タロウ)　団体、道場からの出場選手誰かひとりのゼッケン番号で
大丈夫です。
　その際の振込手数料及び返品手数料は申し訳ありませんが各自負担となります。
　また、抗原検査キットにつきましては説明書を熟読の上、 10月1日㈯にご自身で検査を行っていただきます。
陰性の場合はゼッケンと一緒にその写真を撮影し、選手受付時に問診票と一緒にご提示
　ください。(その際、選手パスに認印を押させて頂きます。)
　陽性の場合は直ちに本部事務局（042-315-7958）までご連絡頂き欠場の手続きを行ってください。

●感染拡大防止対策 ※大会情報をJKJOホームページにてその都度ご連絡致しますので各自でご確認下さい。
※選手とセコンドは大会の1週間前より体温を測り、体調の管理に努めて下さい。
※当日は引率者も含め、検温を行います。３７．５℃を超える発熱や激しい咳などの症状は欠場下さい。
※受付は当日入口付近にて、個人受付となります。
※参加選手とセコンドは試合当日受付時に問診表を提出して下さい。

●当日の受付方法

※会場内では全員、マスクを着用していただきます。

●体重測定
※選手PASSをご持参ください。

空手着のズボン、Tシャツ着用。
選手とセコンドは大会の1週間前より体温を測り、体調の管理に努めて下さい。◯◯kg未満のカテゴリー選手のみ計量を行います。
（道着分の重さは500gとする）
※計量オーバーの場合は失格となり、カテゴリー変更の出場はできません。
   例年体重オーバーで失格となる選手が数名います。くれぐれもご注意ください。

●その他 ※お弁当の配布はありませんので、各自ご用意ください。
※本部席は来賓、JKJO会員のみとなります。選手が道場先生へのご挨拶のために来ることはご遠慮下さい。
※本部席をご利用の際には必ず正装でご対応下さい。(Tシャツなど普段着ではご利用頂けません。)

●開会式

●刺繍・ワッペン

●頭髪・爪 茶髪・金髪やサイドライン、過度なデザインカットは禁止します。手足の爪は怪我をしないよう短く切りそろえてください。　　
違反した場合は、出場できません。

●ゼッケン

●タトゥー

●挨拶 コートの出入り、試合の際の挨拶、一礼を徹底してください。

●態度 相手選手に対し尊敬と礼儀をもって向かい合ってください。
粗暴な態度や空手家としての礼節を欠く態度の場合は失格となります。

●防具類

●マスク 試合においてはマスクの使用は認められておりません。

●サポーター

●ウォーミングアップ ウォーミングアップはアリーナ内で開会式が始まるまで行えます。（試合開始後は両サイドのアップスペースご利用ください。）

●選手呼び出し 出場試合の5試合前に選手待機席にお越しください。
呼び出し時にコートにいない選手は失格となりますのでご注意ください。

●試合時間ついて JKJO全日本空手審判機構　試合規約に準じます。

●審判員人数 一般・シニア　全て５人審判。

●決勝戦について 決勝戦はBコート、Cコートで行います。　

●表彰について 1位～3位の選手は、全試合終了後、ステージにて表彰を行います。
決勝戦終了後、表彰式の前までに優勝、準優勝、3位入賞した選手は待機席でお待ちください。

●テーピング
※診断書がないと大会ドクターのチェックを受けられません。

　 ※当日は、テーピングをした状態でチェックを受けてください。

●その他注意事項
※マスク等道着内に物を入れたまま試合を行うと失格になります。
※大会ドクターへの暴言、粗暴な態度の方がおられた場合は大会本部より所属道場へ連絡をさせて頂きます。

テーピングの使用は、診断書を持参のうえ、当日ドクターチェックを受けてください。

タトゥーなどは見えないように隠すこと。

発見した時点で失格、入賞者は権利剥奪、一定期間ＪＫＪＯ関係の大会出場停止、友好団体へ通知いたします。

会場で各メーカー販売は行われますが品切れもありますので、事前購入をお勧めいたします。（レンタル品はございません。）
ください。（別紙参照）。また、赤タスキが必要となっておりますので、必ずご用意ください。

【　当 日 計 量　】 各出場コートにて計測。 開会式10分前までとします。○○㎏未満の選手で計量を済ませていない者は失格となります。　　　　　　　　　　

大会注意事項

抗原検査キット・ゼッケン・選手PASS(パンフレット交換券）・注意事項・JKJO指定推奨防具・道着について など。

個人受付

選手はロビー受付にて、パンフレットをお受け取りください。

【　前 日 計 量　】 10/1㈯15:00～17:00　東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)　1階　多目的ホール にて行います。

併せて、ご入場時には「新型コロナウイルス感染症に関する問診票」が必要となります。（全入場者対象）
問診票はJKJOホームページよりダウンロードできます。

【計測時の服装】

選手の皆様へのお願い

道場刺繍以外禁止。ワッペンは2022年度発行のJKJO代表ワッペンと強化練習会で配布の強化選手ワッペンのみ貼り付けてください。

ゼッケンは、背中中央に付けてください。腰下禁止。

選手は選手PASSをお持ちください。（忘れたり無くした場合、再発行は致しません。）

但し、1～5試合目に出場の選手および選手宣誓を行う方はそれぞれアリーナ内の待機席に着席してください。

入場時には検温を実施いたします。37.5度以上の発熱は入場不可となります。

選手は会場観客席で参加下さい。

それ以外は、外すか布やテーピングで覆い隠してください。個人が道着にキャッチフレーズや文字を入れた刺繍などは
一切禁止します。(別紙参照）

ヘッドガード（JKJO指定飛沫防止用フェイスシールドを装着のこと）、サポーター類は、規約の指定推奨品を各自で用意して

指定サポーターのロゴがきえているものは認められません。試合前に審判補佐チェックがあります。アリーナに降りる前にご確認下さい。

※当日の試合中の怪我は、大会ドクターの判断とします。

過去、サポーターの改造やレッグサポーターをずらして試合に臨む選手等の不正行為者がいました。

※試合時、アリーナにご入場の際は必ず手提げ袋をご用意ください。（マスク等持ち物保管用）



●最小限の人数 選手に対して最小限の人数でご来場頂けるようお願い申し上げます。

●駐車場 会場施設に駐車場あります。（約321台収容　料金　普通車150円/30分、当日最大料金1,500円）

●垂れ幕について

●観客席

何席にもわたり荷物を置く等、必要以上に座席を使用する事はお控えください。
長時間席にいない場合は、荷物を移動させて頂きます。譲り合ってご使用をお願いします。
観客席からの応援は禁止です。

●アリーナへの入退場　
アリーナ内の観戦エリアは正装となります。その他注意事項はJKJOホームページでご確認いただき、遵守ください

●セコンドについて セコンドは1人までとします。
セコンドの服装は正装とし、ワイシャツ、ネクタイ、スラックスを着て下さい。
セコンドはマスクを着用してください。

●ビデオ・カメラ撮影

選手の写真の肖像権は主催者に帰属させていただきます。

●場内警備

●喫煙 館内禁煙です。喫煙所をご利用ください。

●ゴ　ミ

●会場内・ロビーでの注意事項

●65歳以上の方の観戦 65歳以上の方で観戦を希望される方は複数回のワクチン接種証明もしくは、48時間以内の抗原検査陰性証明、
72時間以内のPCR検査陰性証明が必要となります。

今大会では会場内垂れ幕は、貼ることができません。

通路や階段に立ち止まったり座る行為は他のお客様にご迷惑になるのでおやめください。

施設器具を破損させた場合の修理費は、請求させていただきます。

場内警備係の指示には必ず従ってください。

館内のごみ箱は使用禁止となっております。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

お子さまの怪我、施設器具の破損、盗難にはご注意ください。
大会主催者は、大会当日の事故・怪我・施設器具の破損・盗難についての一切の責任は負いません。

表彰式での表彰撮影や観覧席からの撮影は可能です。
アリーナ内・本部席でのビデオ・カメラ撮影は出来ません。

観客席は全席自由席となっております。

応援の皆様へのお願い

アリーナ内には入場出来ません。(セコンドのみ選手と共に入ることができます。)





MW製　 イサミ製　

JKJOヘッドガード（赤テープ3本付） JKJOヘッドガード（赤テープ3本付）

ＨＧ19ＪＫ 面のみ　　￥3300 ＴＴJK25

Ｓ・Ｍ・Ｌ 面なし　　￥9350 Ｓ・Ｍ・Ｌ 面のみ　　￥5500

¥12,650 赤テープ（1枚）￥165 ¥15,950 赤テープ3枚組　￥550

MW製 イサミ製　

JKJO拳サポーター              JKJO拳サポーター              

NＧ23ＪＫ Ｌ3050

XS・Ｓ・Ｍ・Ｌ XS・Ｓ・Ｍ・Ｌ

¥1,870 ¥1,870

MW製 イサミ製　

JKJOスネサポーター              JKJOスネサポーター              

ＬＧ48ＪＫ Ｌ2050

XS・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ＸＸＳ・ＸＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ

¥3,135 ¥3,520

MW製 イサミ製

JKJOチェストガード       JKJOスポーツブラ（パッド入り） 

ＣＧ28ＪＫ ＪＫＬ711

Ｓ・Ｍ・Ｌ Ｓ・Ｍ・Ｌ

¥4,400 ¥4,070 パッドのみ￥1298

MW製 イサミ製

JKJO フレックスニーガード  JKJO ニーガード  

ＫＧＰ1-ＪＫ ＪＫＬ1103

XS・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ XS･S･F(M)･XL

¥2,530 ¥2,420

ＭＷ製　 イサミ製　

JKJO帯どめ JKJO帯どめ

ＣＢＳＰＷ-ＪＫ Ｆ-150ＪＫ

白・赤・黒・紺 黒色のみ

¥660 ¥660

MW製　 イサミ製　

ファールカップサポーター 金的サポーター

GG51 Ｌ-672

ＸＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ＸＳ・Ｓ・Ｍ・L・ＸＬ

¥1,650 ¥1,848

MW製　 イサミ製　

女性用アンダーガード 女性用アンダーガード

ＧＧ33 ＳＳ-6

Ｓ・Ｍ・Ｌ ＸＸＳ・ＸＳ・Ｓ・F(Ｍ)

¥1,650 ¥2,486

¥880¥880

飛沫防止シールド　中付けタイプ

ＴＴＪＫ25　専用

ＪＳ-I

¥880

JKJO　指定　推奨　防具

飛沫防止シールド　中付けタイプ

ＨＧ19ＪＫ　専用

ＪＳ-Ｍ

飛沫防止シールド 　外付けタイプ

ＨＧ19ＪＫ/ＴＴＪＫ25　共用

KOM-1



【空手着の過度な刺繍・プリントでは出場できません】 

※違反者は、テーピングにより刺繍・プリントを隠す事！ 

◎≪許可する刺繍・プリント・ワッペン≫以下  

①道場名 ②連盟ロゴマーク ③道場ロゴマーク  

④上着の前合わせ部分、ズボンのヒモ通し部分の氏名  

⑤ 年 JKJO 出場代表ワッペン 

⑥ 年合宿配布の強化選手ワッペン 

✖≪許可しない刺繍・プリント・ワッペン≫以下 

上記 ①～⑥以外の物！例「④以外の場所に氏名」「４文字熟語」等 

※以下参考 

 

③ 

① 

② 

④ 
④ 

⑤

⑥ 

④ 

2022

2022

空手着についての規約



新型コロナウィルス感染症に関する問診票（選手・セコンド） 

※この問診票がないと会場に入場できません 

大会を安全に開催するための問診となります。 大会前 1週間の体温の記載と

体調不良など以下の質問のひとつでも該当する方は入場を見合わせる場合が

あります。 新型コロナウィ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。 

【体温確認】 

日 付 27日 28日 29日 30日 1日 2日 

体温（℃） 
 

 

     

【確認項目】 

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. 呼吸困難、倦怠感、高熱などの症状がありますか？ はい いいえ 

3. 咳、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. 一か月以内に家族の方で新型コロナウィルスに 

感染された方がいますか？ 
はい いいえ 

5. 一か月以内に新型コロナウィルス濃厚接触者として 

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 

 

大会実行委員会 殿  

私は、今大会が新型コロナウィ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                   ゼッケン番号   選手 ・セコンド 】  

(ゼッケン番号記載の上、該当項目に○印) 

住所                                      

連絡先電話番号   （   ）  

    

※大会当日必ずご提出ください。 



新型コロナウィルス感染症に関する問診票（選手・セコンド） 

※この問診票がないと会場に入場できません 

大会を安全に開催するための問診となります。 大会前 1週間の体温の記載と

体調不良など以下の質問のひとつでも該当する方は入場を見合わせる場合が

あります。 新型コロナウィ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。 

【体温確認】 

日 付 27日 28日 29日 30日 1日 2日 

体温（℃） 
 

 

     

【確認項目】 

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. 呼吸困難、倦怠感、高熱などの症状がありますか？ はい いいえ 

3. 咳、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. 一か月以内に家族の方で新型コロナウィルスに 

感染された方がいますか？ 
はい いいえ 

5. 一か月以内に新型コロナウィルス濃厚接触者として 

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 

 

大会実行委員会 殿  

私は、今大会が新型コロナウィ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                   ゼッケン番号   選手 ・セコンド 】  

(ゼッケン番号記載の上、該当項目に○印) 

住所                                      

連絡先電話番号   （   ）  

    

※大会当日必ずご提出ください。 


