
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２０２２ 

日 時／令和４年７月３日（日）   会 場／日本ガイシホールメインアリーナ 
 

【入場口のご案内】２F正面入口（南口） 
開場／９：００ 開会式／１０：００ 試合開始／１０：３０予定 
・入場の際、問診票を提出の上検温を実施します（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。 

・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。 

・別紙部門表をご確認下さい。 
 

【試合のご案内】 
今大会は、１階アリーナには選手以外入れません。全クラスセコンドもありません（※１ 低学年
の付添のみ入場可。※２ 特別観覧席ご購入の方は入場可）。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。試合時間に遅れると失格になりますのでご注意下さい。マスクはポー
チ等に入れて管理して下さい。試合進行はコートの試合番号表示他、パンフレットに記載の QRコ
ードを読み込み、リアルタイムな試合進行状況がスマホで確認していただけます。 

※１ 小学２年までのご父兄には、選手１名に付き１枚、付添で１階アリーナに入場できるリス 

トバンドをお渡しします。但し、1階アリーナ内では観覧はできません。 

 ※２ 特別観覧席をご購入の方は、各コート横に席を設けています。 
 

【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。 

［前日計量］２日（土）１５：００～２０：００ 会場／１F ミーティングルーム 

［当日計量］３日（日）９：００～９：４５ 会場／第３競技場 

※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）。 
 

【アップスペースのご案内】 
第３競技場がアップスペース、選手の控え室となります。他の施設は一般の方も利用していますの
で、第３競技場以外でのアップは禁止とさせていただきます。 
 

【２０２１年度ランキングチャンピオンへお知らせ】 
今年度も開会式においてランキングチャンピオンの紹介をさせていただきます。チャンピオン道着
を着用の上、計量のある選手は計量を済ませてから下記場所へお集まり下さい。 

［集合場所］ステージ裏    ［集合時刻］９：４０ 

※開場時刻９：００より関係者受付にて出席確認の上、そのままご入場いただけます。 



【一般有段の部出場選手へ】 
一般有段の部出場選手は、抗原検査が必要となります。同封の「抗原検査キット」にて検査をして
いただき、陰性であることをご確認下さい。陰性が確認できるよう、スマホにて写真撮影していた
だき、入場時、関係者入口にてチェックを受けて下さい。陽性だった場合は大会に出場できません
ので、事前に武神事務局までご連絡下さい（０５２-４８６-７６１１）。 
 

【エントリー確認】 
下記 webサイトにてトーナメントを公開します。エントリー確認はトーナメントをご確認下さい。 

・武神オフィシャルサイト → karate-bushin.com 

・JKJOオフィシャルサイト → karate-jkjo.jp 

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

※名前や道場名などの修正依頼は、武神ホームページお問い合せフォーム、または 

hattori@editout.netまでメールにて受付いたします。６月２６日（日）受付分まで対応させてい 

ただきます。但し、トーナメントの変更やエントリー間違いなど、変更受付できない場合もご 

ざいますのでご注意下さい。 
 

【特別観覧席をご購入の方へ】 
入場の際、2F関係者受付（代表者や審判受付と同じ受付）までお越し下さい。お名前を確認の上パ
スをお渡しし、その入口から 9時より入場していただけます。２階席は自由席となっています。１
階アリーナ内コート横に席をご用意しております。下記マナーを守りご利用下さい。 

［観覧時の注意］ 

・一人一枚パスが必要となります（乳児やお子様もパスが必要） 

・パスは首から下げてご観覧下さい 

・応援、音出し、立ち見は禁止とさせていただきます（ビデオは OK） 

・席は譲り合ってご利用下さい。長時間の滞在はご遠慮願います 
 

【ブース出展のご案内】 
・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７時予定。 



初級 小学１年男子／7名
初級 小学５年男子／17名
初級 小学６年男子／15名
初級 中学女子／2名

初級 小学１年女子／3名
初級 小学２年女子／3名
初級 小学３年男子／22名
初級 中学男子／14名

選抜 小学６年女子40kg未満／20名
選抜 中学１年女子43kg未満／15名
選抜 中学１年女43kg以上／8名
選抜 中学２～３年女子50kg未満／14名
選抜 中学２～３年女子50kg以上／10名
有級 一般男子65kg以上／5名
有級 一般女子50kg以上／2名

初心（上段蹴りなし）小学２年男女混合／37名
初心（上段蹴りなし）小学５年男女混合／11名

初級 小学３年女子／5名
初級 小学４年女子／7名
初級 小学５年女子／6名
初級 小学６年女子／3名
選抜 幼児男子／9名
選抜 小学３年女子／14名
選抜 小学５年女子35kg以上／13名
選抜 中学２～３年男子57kg以上／17名

初心（上段蹴りなし）幼年男女混合／22名
初心（上段蹴りなし）小学３年男女混合／22名
初心（上段蹴りあり）年少・年中男女混合／4名

選抜 小学１年男子／22名
選抜 小学３年男子27kg未満／22名
選抜 小学６年男子40kg以上／28名

初心（上段蹴りなし）小学６年男女混合／7名
初心（上段蹴りあり）小学１年女子／10名
初心（上段蹴りあり）小学２年女子／6名
初心（上段蹴りあり）小学３年女子／6名
初心（上段蹴りあり）小学４年女子／7名
初心（上段蹴りあり）小学５年女子／6名
初心（上段蹴りあり）小学６年女子／6名
初心（上段蹴りあり）中学女45kg未満／3名
初心（上段蹴りあり）中学女45kg以上／3名

選抜 幼児女子／1名
選抜 小学１年女子／8名
選抜 小学４年女子30kg未満／11名
選抜 小学４年女子30kg以上／10名
選抜 小学５年女子35kg未満／17名
選抜 小学６年女子40kg以上／11名
選抜 中学２～３年女子43kg未満／16名

初心（上段蹴りあり）小学２年男子／17名
初心（上段蹴りあり）小学３年男子／14名
初心（上段蹴りあり）小学６年男子／8名
初心（上段蹴りあり）中学男子55kg未満／11名

選抜 小学４年男子30kg未満／19名
選抜 中学１年男子42kg未満／36名
選抜 中学１年男子52kg以上／16名

初心（上段蹴りなし）小学１年男女混合／24名
初心（上段蹴りなし）小学４年男女混合／21名
初心（上段蹴りあり）中学男子55kg以上／4名

選抜 小学５年男子35kg以上／29名
選抜 小学６年男子40kg未満／41名

選抜 小学２年女子／12名
選抜 小学３年男子27kg以上／26名
選抜 中学２～３年男子57kg未満／33名

Aコート【１部】４２名

Aコート【２部】7４名

Cコート【１部】４８名

Cコート【２部】7２名

Eコート【１部】５０名

Gコート【１部】４１名

Gコート【２部】7１名

Eコート【２部】７１名

Bコート【１部】４８名

Dコート【１部】５４名

Dコート【２部】７4名

Fコート【１部】４９名

Fコート【２部】７０名

Bコート【２部】７４名

F

初級 幼年男女混合／2名
初級 小学２年男子／12名
初級 小学４年男子／27名

選抜 小学４年男子30kg以上／24名
選抜 中学１年男子52kg未満／23名
選抜 中学２～３年男子47kg未満／25名

Hコート【１部】４１名

Hコート【２部】７２名

H

OYAJI ヤングマスターズ／13名
OYAJI マスターズ／8名
OYAJI グランドマスターズ／7名
OYAJI キングマスターズ／5名
型決勝（上級中学生以上10試合）／20名※

有級 高校男子／3名
有級 一般男子65kg未満／2名
選抜 高校男子60kg未満／20名
選抜 高校男子70kg未満／11名
選抜 高校男子70kg以上／2名
選抜 高校女子48kg未満／6名
選抜 高校女子55kg未満／4名
選抜 高校女子55kg以上／6名
有段 一般男子軽量級／6名
有段 一般男子軽中量級／5名
有段 一般男子中量級／7名
有段 一般男子重量級／2名
有段 一般女子中量級／4名
有段 一般女子重量級／4名

メインコート【１部】５３名

メインコート【２部】８２名

メイン
極真 上級小学３年男子／4名
極真 上級小学４年男女／2名
極真 上級小学５年男女／6名
極真 上級小学６年男子／2名
極真 上級小学６年女子／2名
極真 上級中学男子／5名
極真 上級中学女子／5名
伝統 上級小学５･６年男女／2名
伝統 上級中学女子／4名
伝統 上級高校男子／6名
伝統 上級高校女子／3名

極真 初級幼年男子／2名
極真 初級小学１･２年男子／2名
極真 初級小学３･４年女子／5名
極真 初級小学５･６年男女／3名
極真 中級小学１･２年男女／3名
極真 中級小学３･４年男女／5名
極真 中級小学５･６年男子／3名
極真 中級中学男女／5名
伝統 初級小学１･２年男女／4名
伝統 初級小学３･４年男子／8名
伝統 初級小学３･４年女子／5名
伝統 初級小学５･６年男女／2名
伝統 初級中学男子／2名

形コート【１部】４１名

形コート【２部】４９名

形

D

G

初心（上段蹴りあり）小学１年男子／7名
初心（上段蹴りあり）小学４年男子／20名
初心（上段蹴りあり）小学５年男子／21名

選抜 小学２年男子／28名
選抜 小学５年男子35kg未満／42名

I コート【１部】４８名

Iコート【２部】7０名

I

E

C

A

B

極真 上級一般男子／2名
極真 上級一般女子／2名
伝統 上級中学男子／2名
伝統 上級シニア男女／2名
伝統 上級マスターズ女子／2名
　　　　　　▲
※上記クラスは１回戦が決勝
戦の為、メインコートで試合
を行います。他、上級中学生
以上の決勝戦のみメインコー
トで行います



日本ガイシホール１階平面図

日本ガイシホール２階平面図

日本ガイシホール
メインアリーナ

▲２階正面入口▲

２階本部席

物販ブース

表彰スペース

１階会場へ
　　　▼

１階会場へ
▼　　　

武神
役員室

1 階正面口▶

▲

▲

▲

▲

▲

（関係者のみ）

（一般入場口）

←１階出入り口３カ所→
↓

前
日
計
量

第３競技場
当日計量

アップスペース

C

D
B

A

H

I

G
E

F
審判控え席

関係者受付団体受付

放送席ドクター審判控え席

メイン 形

④

▲

④

▲

⑥

⑥

①

１階アリーナには①④⑥
ゲートの３箇所からのみ降
りられます

第３競技場へは、１階から
矢印の通路を通って行けます

▲

▲ ▲

①

１階会場へ▶

一般入場口 一般入場口

◀１階会場へ



 

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。




