
東日本空手チャンピオン王座決定戦 2023 

関東ルーキーチャンピオン空手道選手権大会 OYAJI バトルグランドファイナル 

＜各カテゴリー共通コロナ感染防止対策注意事項＞ 
 

今大会はコロナ感染対策として、規定がございます。各自、ご来場される方は必ず下記の事項をご確認ください。ご不
便をおかけいたしますが、新型コロナ感染のない大会とするために、ご協力、よろしくお願いいたします。 
 

（１）入場者全ての方（選手・付き添い・関係者全員）に、館内でのマスクの着用（各自持参をしてください）をお願い
します。なお、守られない場合、入場をお断りさせて頂きます。会場内では必ず着用をお願いいたします。 

 
（２）会場に入場できるのは出場選手と選手１名につき、付き添い１名のみとなります。会場内の収容人数に制限があ
るためご協力をお願いいたします。  

  
（３）今大会はコロナ感染予防の対策として応援はセコンド席のみです。観客席からの応援はご遠慮下さい。 
   （アップ時も最小限の会話でお願いします） 

 

（４）会場に入る前に、まず各自でも健康チェック（体調、検温）を済ませてきてください。体調が少しでも優れない
方は、大変申し訳ございませんが当日の参加はご遠慮ください。 
※審判・スタッフを含め、65 歳以上の高齢者、または年齢にかかわらず基礎疾患をお持ちの方は原則的に入場をお断
りさせていただきます。 
  

（５）当日は２部制となります。開場・受付・欠場連絡・計量の時間は下記になります。（カテゴリーは別紙参照） 
第1部 開場 9：30  団体受付・欠場連絡・計量 9：30～10：10  開会式 10：15 試合開始 10：30 
第2部 開場 12：30 団体受付・欠場連絡・計量 12：30～12：55 試合開始 13：00 

（前日計量 時間：16：00～18：00 場所：アリーナ入口） 
 ※ゼッケンは当日団体受付でお渡しいたします。 
※試合は、本戦マスト（各試合時間は要項をご確認ください）３審制となります。 
※計量は各出場コートで行います。ゼッケンをお持ちになってください。時間内にお願いいたします。 

 

（６）会場消毒のため完全入れ替え制となりますので、午前の部の試合がすべて終了いたしましたら、関係者以外の方は
全員一度会場から退場していただきますことをご了承ください。 

 

（７）表彰はコート表彰で、賞状は後日各道場に郵送となります。 
 

（８）今回はすべてのサポーターの貸し出しは行いません。また、赤紐も各自ご用意お願いいたします。（ナイロンテー
プなどでも構いません。）また、サポーター類は、最初に配布いたしました要項に記載されたものをご使用ください。
当日の販売はございませんので、今一度、お持ちのサポーター類のご確認をお願いします。 

 

（９）ヘッドガードにはフェイスシールド（各カテゴリー要項規定のもの）を必ず装着をお願いいたします。当日、会
場で JKJO 指定のフェイスシールドの販売もございます。 

 

（１０）観客席では密になりませんよう、一人一人間隔をあけてお座りください。 
 

（１１）選手のアップはアリーナ内でお願いします（受付終了時から試合開始５分前と、10 試合前の選手）。 
  

（１２）アップ時以外は、アリーナに入ることができるのは出場する 10 試合前までの選手とセコンド１名までになります。
それ以外の方はアリーナ内に入れませんので観覧席で待機をお願い致します。 

  

（１３）アリーナでは、アップ時も試合時も、選手はシールド付のヘッドガードか、マスク又はフェイスシールドを、
付添者・セコンド・先生もマスクの装着をお願いいたします。 

  

（１４）本部席には、選手・付添者は入れません。 
 

（１５）BumB 東京スポーツ文化館には駐車場はございません。施設下の駐車場（夢の島公園内）が満車となりました
ら、近隣の駐車場へご案内いたします。 

 

（１６）ルールやマナーを守られない場合、スタッフによりお声がけをさせて頂きますので、指示に従って頂きますよ
う、お願い致します。指示に従って頂けません場合は、道場名を控えさせて頂きます。スタッフや審判を恫喝するよう
な行為はお控え下さい。 

※BumB 東京スポーツ文化館の規則として飲食物の持ち込みが禁止となっております。会場内での飲食は、施設内で購
入されたものに限ります（アリーナ飲食禁止）。施設内で購入したもの以外は、施設の外に出てお召し上がりください。 

 



上級小学５年男子　35㎏以上の部 12名 上級中学2～3年男子　47㎏未満の部 4名 上級小学３年男子　27㎏以上の部　　 16名

上級小学６年男子　40㎏未満の部 7名 上級中学2～3年男子　57㎏未満の部 11名 上級小学４年男子　30㎏未満の部 12名

上級小学６年男子　40㎏以上の部 13名 上級中学2～3年男子　57㎏以上の部 4名 上級小学４年男子　30㎏以上の部 16名

上級中学1年男子　42㎏未満の部 11名 上級中学2～3年女子　43ｋｇ未満の部 4名 上級小学５年男子　35㎏未満の部 19名

上級中学1年男子　52㎏未満の部 5名 上級中学2～3年女子　50ｋｇ未満の部 6名

上級中学1年男子　52㎏以上の部 10名 上級中学2～3年女子　50ｋｇ以上の部 4名

上級中学1年女子　43㎏未満の部 5名 上級高校男子　60㎏未満の部 5名 初級幼児男女混合の部 13名

上級高校男子　70㎏未満の部 6名 初級小学１年　男子の部 15名

上級高校男子　70㎏以上の部 6名 初級小学２年　男子の部 20名

初級小学３年　男子の部 30名 上級高校女子　48㎏未満の部 3名 初級小学４年　男子の部 18名

初級小学５年　男子の部 21名 上級高校女子　55㎏未満の部 1名

初級小学６年　男子の部 14名

初級小学６年　女子の部 3名

初級中学男子の部 11名

初級中学女子の部 3名

OAYJIヤングマスターズ（40～44歳の部） 4名

OYAJIマスターズ（45～49歳の部） 12名

OYAJIグランドマスターズ（50～54歳の部） 10名

OYAJIキングマスターズ（55～59歳の部） 4名

OYAJIロイヤルマスターズ（60歳以上の部） 3名

上級小学１年　女子の部 4名 上級幼児　男子の部 12名

上級小学３年　女子の部 13名 上級幼児　女子の部 2名

上級小学４年　女子30㎏未満の部 5名 上級小学１年　男子の部 15名

上級小学４年　女子30㎏以上の部 4名 上級小学２年　男子の部 17名

上級小学５年　女子35㎏未満の部 7名 上級小学２年　女子の部 8名

上級小学５年　女子35㎏以上の部 13名 上級小学３年　男子27㎏未満の部 11名

上級小学６年　女子40㎏未満の部 2名

上級小学６年　女子40㎏以上の部 7名

上級中学1年女子　43㎏以上の部 9名 初心幼年　年少年中男女混合の部 9名

初心幼年　年長男女混合の部 15名

初心小学１年男子の部 19名

初級小学１年　女子の部 5名 初心小学１年女子の部 8名

初級小学２年　女子の部 6名 初心小学２年　男女混合の部 16名

初級小学３年　女子の部 5名

初級小学４年　女子の部 6名

初級小学５年　女子の部 7名

初心小学３年　男女混合の部 15名

初心小学４年　男女混合の部 6名

初心小学５年　男女混合の部 6名

初心小学６年　男女混合の部 3名

初心中学男女混合 2名

本部

第１部  63名 57試合

第２部  65名 62試合

Aコート

第１部　63名 59試合

第２部　66名 62試合

Bコート Cコート

第１部  54名 48試合

第1部　64名 57試合

第1部 開場 9：30　 団体受付・欠場連絡・計量 9：30～10：10　 開会式 10：15　試合開始10：30
第2部 開場12：30　団体受付・欠場連絡・計量12：30～12：55　試合開始13：00

第２部　61名 55試合

第１部　65名 59試合

第２部　67名 65試合

Dコート Eコート

第２部  50名 45試合 

ア
リ
ー
ナ
入
口



新型コロナウィルス感染症に関する問診票（選手・付き添い者用） 

 

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。 

 

確認項目 付き添い者 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. 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 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 はい いいえ 

4. 1週間以内に、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 はい いいえ 

5. 現在、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 はい いいえ 

6. 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）                      

 （付添者）                   ㊞ 

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。 



新型コロナウィルス感染症に関する問診票 

（代表者・審判・スタッフ・関係者用） 

 

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。 

 

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 

4.1週間以内に 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. 現在、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 

6. 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                 ㊞ 

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。 



 

 

入口 

×こちらの方には 

行かないでください 

駐車場について 
BumB の駐車場が満車の時には周辺の駐車場（運動場や競技場）へお停めください。 

入口から入って左の方には行かないようにしてください。 




