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各位各位各位各位    

謹啓、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当連盟に対し、格別のご謹啓、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当連盟に対し、格別のご謹啓、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当連盟に対し、格別のご謹啓、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当連盟に対し、格別のご

高配を賜り厚く御礼申し上げます。高配を賜り厚く御礼申し上げます。高配を賜り厚く御礼申し上げます。高配を賜り厚く御礼申し上げます。    

この度、皆様のご協力の下に、第１８回オールジャパンアームレスリング選手権大会を、下記の要項にてこの度、皆様のご協力の下に、第１８回オールジャパンアームレスリング選手権大会を、下記の要項にてこの度、皆様のご協力の下に、第１８回オールジャパンアームレスリング選手権大会を、下記の要項にてこの度、皆様のご協力の下に、第１８回オールジャパンアームレスリング選手権大会を、下記の要項にて

開催することとなりました。本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手に出場して頂けるよう、開催することとなりました。本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手に出場して頂けるよう、開催することとなりました。本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手に出場して頂けるよう、開催することとなりました。本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手に出場して頂けるよう、

ご協力をお願い申ご協力をお願い申ご協力をお願い申ご協力をお願い申し上げますし上げますし上げますし上げます    

謹言謹言謹言謹言    

 

【【【【 開開開開     催催催催     要要要要     項項項項 】】】】    

２０１９年度２０１９年度２０１９年度２０１９年度 AJAFAJAFAJAFAJAF    第１８回第１８回第１８回第１８回    

オールジャパンアームレスリング選手権大会オールジャパンアームレスリング選手権大会オールジャパンアームレスリング選手権大会オールジャパンアームレスリング選手権大会    

    

【第１部】【第１部】【第１部】【第１部】    AAAA－２リーグ－２リーグ－２リーグ－２リーグ    予選から決勝・表彰まで開催致します。予選から決勝・表彰まで開催致します。予選から決勝・表彰まで開催致します。予選から決勝・表彰まで開催致します。    

【第２部】【第２部】【第２部】【第２部】    AAAA－１リーグ－１リーグ－１リーグ－１リーグ    AAAA－２が終わり次第、予選から決勝・表彰まで開催します。－２が終わり次第、予選から決勝・表彰まで開催します。－２が終わり次第、予選から決勝・表彰まで開催します。－２が終わり次第、予選から決勝・表彰まで開催します。    

尚、女子は決勝前に予選・決勝・表彰を行います。尚、女子は決勝前に予選・決勝・表彰を行います。尚、女子は決勝前に予選・決勝・表彰を行います。尚、女子は決勝前に予選・決勝・表彰を行います。    

【主催】【主催】【主催】【主催】        一般社団法人オールジャパンアームレスリング連盟一般社団法人オールジャパンアームレスリング連盟一般社団法人オールジャパンアームレスリング連盟一般社団法人オールジャパンアームレスリング連盟    

【主管】【主管】【主管】【主管】        オール東京アームレスリング連盟オール東京アームレスリング連盟オール東京アームレスリング連盟オール東京アームレスリング連盟    

【後援】【後援】【後援】【後援】        草加市、草加市、草加市、草加市、Team FACTeam FACTeam FACTeam FAC    

【日時】【日時】【日時】【日時】        平成３１年６月２３日（日）平成３１年６月２３日（日）平成３１年６月２３日（日）平成３１年６月２３日（日）    

                        ○受付○受付○受付○受付    9:109:109:109:10～～～～10:0010:0010:0010:00        ○検量○検量○検量○検量    9:109:109:109:10～～～～10:0010:0010:0010:00        ○開会式○開会式○開会式○開会式    10:3010:3010:3010:30～～～～    

【会場】【会場】【会場】【会場】        埼玉県草加市高砂埼玉県草加市高砂埼玉県草加市高砂埼玉県草加市高砂 2222－－－－7777－－－－1111    アコス南館７アコス南館７アコス南館７アコス南館７FFFF    （イトーヨーカドー内）（イトーヨーカドー内）（イトーヨーカドー内）（イトーヨーカドー内）    

アコスホールアコスホールアコスホールアコスホール    048048048048----922922922922----7005700570057005    

【出場資格】満１６才以上の男女（ルールは【出場資格】満１６才以上の男女（ルールは【出場資格】満１６才以上の男女（ルールは【出場資格】満１６才以上の男女（ルールは AJAFAJAFAJAFAJAF 規定による）規定による）規定による）規定による）    

                        ＊平成３１年度の登録選手であること。未登録選手は出場できません。＊平成３１年度の登録選手であること。未登録選手は出場できません。＊平成３１年度の登録選手であること。未登録選手は出場できません。＊平成３１年度の登録選手であること。未登録選手は出場できません。    

                        男性の部男性の部男性の部男性の部        ・・・・AAAA----１リーグ（各県の有力選手）・１リーグ（各県の有力選手）・１リーグ（各県の有力選手）・１リーグ（各県の有力選手）・AAAA----２リーグ（一般レベル選手）２リーグ（一般レベル選手）２リーグ（一般レベル選手）２リーグ（一般レベル選手）    

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】    男性・１クラスエントリー男性・１クラスエントリー男性・１クラスエントリー男性・１クラスエントリー5,0005,0005,0005,000 円円円円        ・・・・WWWW エントリーエントリーエントリーエントリー9,0009,0009,0009,000 円円円円    

                        女性・１ク女性・１ク女性・１ク女性・１クラスエントリーラスエントリーラスエントリーラスエントリー4,0004,0004,0004,000 円円円円        ・・・・WWWW エントリーエントリーエントリーエントリー6,0006,0006,0006,000 円円円円    

                        （他団体の選手は他団体の個人登録カードの写しまたは証明で（他団体の選手は他団体の個人登録カードの写しまたは証明で（他団体の選手は他団体の個人登録カードの写しまたは証明で（他団体の選手は他団体の個人登録カードの写しまたは証明で+1,000+1,000+1,000+1,000 円で参加可能）円で参加可能）円で参加可能）円で参加可能）    

＊出場者全員に記念品（＊出場者全員に記念品（＊出場者全員に記念品（＊出場者全員に記念品（TTTT シャツ、パンフレット）が付きます。シャツ、パンフレット）が付きます。シャツ、パンフレット）が付きます。シャツ、パンフレット）が付きます。    

【選手登録費】公認道場、チーム登録は【選手登録費】公認道場、チーム登録は【選手登録費】公認道場、チーム登録は【選手登録費】公認道場、チーム登録は 2,0002,0002,0002,000 円。個人登録は円。個人登録は円。個人登録は円。個人登録は 5,0005,0005,0005,000 円円円円    

（平成３１年度の登録選手であること。（平成３１年度の登録選手であること。（平成３１年度の登録選手であること。（平成３１年度の登録選手であること。未登録選手は出場できません。未登録選手は出場できません。未登録選手は出場できません。未登録選手は出場できません。））））    

【申込方法】所定の登録用紙に必要事項を記入の上、出場費と選手登録費を添えて、現金書留封筒にてお【申込方法】所定の登録用紙に必要事項を記入の上、出場費と選手登録費を添えて、現金書留封筒にてお【申込方法】所定の登録用紙に必要事項を記入の上、出場費と選手登録費を添えて、現金書留封筒にてお【申込方法】所定の登録用紙に必要事項を記入の上、出場費と選手登録費を添えて、現金書留封筒にてお

申込下さい。申込下さい。申込下さい。申込下さい。    

【申【申【申【申込締切】平成３１年４月３込締切】平成３１年４月３込締切】平成３１年４月３込締切】平成３１年４月３００００日（日（日（日（火火火火）必）必）必）必着着着着。（当日出場・申込は受付致しません。）。（当日出場・申込は受付致しません。）。（当日出場・申込は受付致しません。）。（当日出場・申込は受付致しません。）    

【【【【競技競技競技競技方法】方法】方法】方法】WWWW イルイルイルイルミネミネミネミネーシーシーシーショョョョン方式（ン方式（ン方式（ン方式（敗敗敗敗者者者者復活戦復活戦復活戦復活戦、、、、二二二二回回回回負負負負けてけてけてけて失失失失格とする）格とする）格とする）格とする）    

    



【出場クラス】【出場クラス】【出場クラス】【出場クラス】    

AAAA----1111（各県の有力選手）（各県の有力選手）（各県の有力選手）（各県の有力選手）    

男子ライトハンド男子ライトハンド男子ライトハンド男子ライトハンド    ----55Kg55Kg55Kg55Kg    ----60Kg60Kg60Kg60Kg    ----65Kg65Kg65Kg65Kg    ----70Kg70Kg70Kg70Kg    ----75Kg75Kg75Kg75Kg    ----80Kg80Kg80Kg80Kg    ----90Kg90Kg90Kg90Kg    ----100Kg100Kg100Kg100Kg    +100Kg+100Kg+100Kg+100Kg    

男子レフトハンド男子レフトハンド男子レフトハンド男子レフトハンド    ----55Kg55Kg55Kg55Kg    ----60Kg60Kg60Kg60Kg    ----65Kg65Kg65Kg65Kg    ----70Kg70Kg70Kg70Kg    ----75Kg75Kg75Kg75Kg    ----80Kg80Kg80Kg80Kg    ----90Kg90Kg90Kg90Kg    ----100Kg100Kg100Kg100Kg    +100Kg+100Kg+100Kg+100Kg    

女子ライトハンド女子ライトハンド女子ライトハンド女子ライトハンド    ----50Kg50Kg50Kg50Kg    ----55Kg55Kg55Kg55Kg    +55Kg+55Kg+55Kg+55Kg                            

女子レフトハンド女子レフトハンド女子レフトハンド女子レフトハンド    ----50Kg50Kg50Kg50Kg    ----55Kg55Kg55Kg55Kg    +55Kg+55Kg+55Kg+55Kg                            

AAAA----2222（一般レベルクラス）（一般レベルクラス）（一般レベルクラス）（一般レベルクラス）    

男子ライトハンド男子ライトハンド男子ライトハンド男子ライトハンド    ----60Kg60Kg60Kg60Kg    ----65Kg65Kg65Kg65Kg    ----70Kg70Kg70Kg70Kg    ----80Kg80Kg80Kg80Kg    ----90Kg90Kg90Kg90Kg    ----100Kg100Kg100Kg100Kg    +100Kg+100Kg+100Kg+100Kg    

男子レフトハンド男子レフトハンド男子レフトハンド男子レフトハンド    ----60Kg60Kg60Kg60Kg    ----65Kg65Kg65Kg65Kg    ----70Kg70Kg70Kg70Kg    ----80Kg80Kg80Kg80Kg    ----90Kg90Kg90Kg90Kg    ----100Kg100Kg100Kg100Kg    +100Kg+100Kg+100Kg+100Kg    

    

【アーム【アーム【アーム【アーム台台台台】】】】    AAAA----1111 クラス・クラス・クラス・クラス・AAAA----2222 クラスクラスクラスクラス共共共共にににに世界世界世界世界大会の大会の大会の大会の台台台台をををを使使使使用します。用します。用します。用します。    

【表彰】【表彰】【表彰】【表彰】            各クラス１位～３位表彰と各クラス１位～３位表彰と各クラス１位～３位表彰と各クラス１位～３位表彰とメダメダメダメダルルルル授与授与授与授与。。。。    

                            ※※※※各クラス１位～３位は各クラス１位～３位は各クラス１位～３位は各クラス１位～３位は国国国国体体体体へへへへのののの派遣派遣派遣派遣対対対対象象象象選手になります。選手になります。選手になります。選手になります。    

【入場費】【入場費】【入場費】【入場費】        2,0002,0002,0002,000 円円円円    

【【【【服装服装服装服装】】】】            上上上上半身半身半身半身はははは TTTT シャツを必シャツを必シャツを必シャツを必ず着ず着ず着ず着用。下用。下用。下用。下半身半身半身半身はトレパンとはトレパンとはトレパンとはトレパンと運動靴運動靴運動靴運動靴。。。。    

                            （（（（腰腰腰腰ベルト、ジーンベルト、ジーンベルト、ジーンベルト、ジーンズ等ズ等ズ等ズ等はははは不不不不可。可。可。可。刺青刺青刺青刺青・・・・タタタタトトトトゥゥゥゥーはーはーはーは隠隠隠隠すようにお願いします。）すようにお願いします。）すようにお願いします。）すようにお願いします。）    

【【【【宿泊宿泊宿泊宿泊】】】】            ホホホホテテテテルをルをルをルを希望希望希望希望される方は、される方は、される方は、される方は、直接直接直接直接おおおお早め早め早め早めにお申し込にお申し込にお申し込にお申し込みみみみ下さい。下さい。下さい。下さい。    

                            ○○○○HOHOHOHOTTTTELELELEL    HOUSENHOUSENHOUSENHOUSEN    ホホホホテテテテルルルル朋泉朋泉朋泉朋泉      T  T  T  TELELELEL    048048048048－－－－928928928928－－－－7700770077007700    

                            ○東○東○東○東横横横横イン草加イン草加イン草加イン草加駅西口駅西口駅西口駅西口                                TTTTELELELEL                                                                                            048048048048－－－－920920920920－－－－1045104510451045        

【申し込【申し込【申し込【申し込みみみみ】】】】    〒〒〒〒183183183183----0005000500050005    東京東京東京東京都府中都府中都府中都府中市市市市若松町若松町若松町若松町 1111----13131313----2 2 2 2 メゾメゾメゾメゾンンンン葵葵葵葵 2222----103103103103    

                            オール東京アームレスリング連盟事オール東京アームレスリング連盟事オール東京アームレスリング連盟事オール東京アームレスリング連盟事務局務局務局務局        佐藤佐藤佐藤佐藤    孝治孝治孝治孝治        

                            TTTTELELELEL090090090090----9388938893889388----5818581858185818    

【パー【パー【パー【パーティティティティー】大会終ー】大会終ー】大会終ー】大会終了了了了後、後、後、後、打ち打ち打ち打ち上げパー上げパー上げパー上げパーティティティティーを開催致します。ーを開催致します。ーを開催致します。ーを開催致します。    

                            尚、選手尚、選手尚、選手尚、選手役役役役員は員は員は員は無料無料無料無料。一般。一般。一般。一般 3,0003,0003,0003,000 円円円円        

【検量】【検量】【検量】【検量】            前日前日前日前日    大会会場６大会会場６大会会場６大会会場６FFFF    会会会会議室議室議室議室 AAAA にてにてにてにて                実施実施実施実施時時時時間間間間    １１１１５：００５：００５：００５：００～１～１～１～１９：００９：００９：００９：００    

                            当日当日当日当日    大会会場７大会会場７大会会場７大会会場７FFFF    ホール前にてホール前にてホール前にてホール前にて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            実施実施実施実施時時時時間間間間            ９：９：９：９：１１１１５５５５～１～１～１～１０：０００：０００：０００：００            

【【【【案案案案内内内内図図図図】】】】    

                 



平成３１年　　　 月　  　　日

会員番号 所属支部 連盟 ㊞

フリガナ

氏　　名

〒 －

ＴＥＬ ( )

〒 －

ＴＥＬ ( )

 -55kg  -60kg  -65kg  -70kg  -75kg  -80kg  -90kg  -100kg  +100kg

 -55kg  -60kg  -65kg  -70kg  -75kg  -80kg  -90kg  -100kg  +100kg

 -50kg  -55kg  +55kg

 -50kg  -55kg  +55kg

 -60kg  -65kg  -70kg  -80kg  -90kg  -100kg  +100kg

 -60kg  -65kg  -70kg  -80kg  -90kg  -100kg  +100kg

AJAF会員

他団体会員

AJAF会員

他団体会員

公認道場会員　２，０００ 円 （未登録者のみ）

個人会員　　　　５，０００ 円 （未登録者のみ）

平成　　　　年 大会 位

　* 申込用紙が足りない場合は、こちらの用紙をコピーして使用して下さい。

オール東京アームレスリング連盟　殿
　私は、オール東京アームレスリング連盟主催の選手権大会に出場を希望し、貴連盟の規約・規定に従い
また、競技中のアクシデント・トラブルに関して、貴連盟の責任を一切問わないことを誓約し参加致します。

　　　 平成３１年　　　　月　　　　日

出場者氏名 ㊞

　＊１８歳未満の方は、保護者の承認が必要です。 保護者氏名 ㊞

勤務先住所

２０１９年　第１８回 オールジャパンアームレスリング選手権大会

A-１　A-２ リーグ出場申込書

　生年月日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

大会当日年齢　　      　   歳

住　　所

出場クラス （出場するクラスに○印を付けてください）

A-1 リーグ
（各県の有力選手）

男子ライトハンド

男子レフトハンド

女子ライトハンド

女子レフトハンド

【 誓 約 書 】

A-2 リーグ
（一般）

男子ライトハンド

男子レフトハンド

１ クラスエントリー　５，０００ 円　　　　　　　Ｗ エントリー　９，０００ 円

１ クラスエントリー　４，０００ 円　　　　　　　Ｗ エントリー　６，０００ 円

過去の実績

記念Ｔシャツ ご希望のサイズに○印を付けて下さい。　　　Ｓ  　・ 　Ｍ 　 ・ 　Ｌ  　・ 　ＬＬ 　 ・　 ＬＬＬ

１ クラスエントリー　６，０００ 円　　　　　　　Ｗ エントリー　１０，０００ 円

１ クラスエントリー　５，０００ 円　　　　　　　Ｗ エントリー　７，０００ 円

男子出場費

他団体の選手は他団体の個人登録カードの写し、または証明するもの（写し）を同封して下さい。

女子出場費

AJAF 会員入会費
（２０１９年度）

　　　今回納入総額　　　　　　　 円


