
令和元年 9⽉吉⽇ 

一般社団法人 JAWA⽇本アームレスリング連盟 

理事⻑ 和佐義⽂ 

 

【第 1 回 IFA 世界アームレスリング選手権開催要項】 

 

日時：2019 年 12 月 4 日～6 日 

場所：ポーランド ルミア(最寄空港：グダニスク国際空港) 

検量：2019 年 12 月 4 日午前 9 時～ 

試合：レフトハンド 12 月 5 日｜ライトハンド 12 月 6 日 

出場資格： 

①2019 年度 JAWA 登録選手 

②日本国籍または日本永住権を有する者 

③JAWA が日本代表に指名した選手 

実施階級： 

①ジュニア｜U21・U18・U15｜各男女体重階級 

②マスターズ｜+40・+50・+60｜各男女体重階級 

③一般｜各男女体重階級 

④障がい者｜スタンディング・シッティング｜各男女体重階級 

※自身の体重階級より一階級上へのダブルエントリー可能 

出場費： 

①ジュニア・障がい者｜1 エントリー2500 円 

②一般・マスターズ｜1 エントリー5000 円 

※日本からポーランドへの送金手数料を含む 

連絡先： 

事務局 佐藤正⼈ 電話 080-5021-9061 

申込先： 

世界選手権担当 上岡岳 〒519-0611 三重県伊勢市二見町光の街 1003-6 

①出場申込書②パスポートのコピー③出場費 

※申し込みは①～③を揃え、現金書留にて上岡まで郵送 

※2019 年 10 月 10 日(上岡まで必着) 

 

航空券とホテルの手配について：JAWAから旅行代理店に下記のものを斡旋(支払いは各自旅行代理店へ)｜総額 20万円前

後を予定(航空券の状況や参加人数により変動・現地通訳費含む)｜個人で航空券・ホテルを手配の方は自己責任のこと 

 

往路：SK984 便 2019/12/03 東京/成田空港 12:30→2019/12/03 コペンハーゲン 16:05｜SK757 便 2019/12/03 コペンハー

ゲン 17:15→2019/12/03 グダニスク 18:15  

 

復路：SK760 便 2019/12/07 グダニスク 13:55→2019/12/07 コペンハーゲン 14:55｜SK983 便 2019/12/07 コペンハーゲン

15:45→2019/12/08 東京/成田空港 10:40 

 

宿泊：RIVER STYLE HOTEL & SPA｜シングル朝食つき 1 泊約 50 ユーロ｜hotel@hotelriverstyle.pl 



2019 第一回 IFA 世界選手権実施階級表 

 

実施階級表(男子) 実施階級表((女子) 

サブジュニア：左右（ー15 歳）
-45kg/-50kg/-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/+70kg 

サブジュニア：左右（ー15 歳） 
-40kg/-45kg/-50kg/-55kg/-60kg/-70kg/+70kg 

ジュニア：左右（ー18 歳）

-50kg/-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/-75kg/-80kg/ 
+80kg 

ジュニア：左右（ー18 歳） 
-45kg/-50kg/-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/+70kg 

ユース：左右（ー21 歳）
-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/-75kg/-80kg/-85kg/-90kg/+90kg 

ユース：左右（ー21 歳） 
-50kg/-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/+70kg 

一般：左右 
-57kg/-63kg/-70kg/-78kg/-86kg/-95kg/-105kg/+105kg 

一般：左右 

-52kg/-57kg/-65kg/-75kg/+75kg 

マスター：左右（＋40 歳） 
-70kg/-80kg/-90kg/-100kg/+100kg 

マスター：左右（＋40 歳） 
-60kg/-70kg/-80kg/+80kg 

グランドマスター：左右（＋50 歳） 
-70kg/-80kg/-90kg/-100kg/+100kg 

グランドマスター：左右（＋50 歳） 
-60kg/-70kg/-80kg/+80kg 

シニアグランドマスター：左右（＋60 歳） 
-75kg/-90kg/-100kg/+100kg 

シニアグランドマスター：左右（＋60 歳） 

無差別級 

障がい者スタンディング：左右 
-65kg/-80kg/-95kg/+95kg 

障がい者スタンディング：左右 
-65kg/+65kg 

障がい者スタンディング：左右（ー23 歳） 
-55kg/+55kg 

障がい者スタンディング：左右（ー23 歳） 
-50kg/+50kg 

障がい者シッティング：左右 
-55kg/-70kg/-85kg/+85kg 

障がい者シッティング：左右 
-60kg/+60kg 

障がい者シッティング：左右（ー23 歳） 
-50kg/+50kg 

障がい者シッティング：左右（ー23 歳） 
-45kg/+45kg 

視覚障害スタンディング：左右 
-80kg/+80kg 

視覚障害スタンディング：左右 
-65kg/+65kg 

聴覚障害スタンディング：左右 
-60kg/-70kg/-80kg/-90kg/+90kg 

聴覚障害スタンディング：左右 
-60kg/-70kg/+70kg 

U15 クラス選手は U18 と U21 には出場できません。 

U18 クラス選手は U21 には出場できません。 

U18・U21・マスタークラスは一般階級に出場できます。 

障がい者クラスは全ての階級に出場できます。 

自身の体重階級とその 1 クラス上の階級に出場できます。 

年齢は試合当日の満年齢ではなく、カレンダーイヤーです。  

例：大会当日 21 歳だが 2019 年内に 22 歳になる選手は U21 階級には出場できません。 

例：大会当日 39 歳だが 2019 年内に 40 歳になる選手は+40 階級に出場できます。 



2019 第一回 IFA 世界選手権出場申込書 

JAWA 会員番号｜ 所属支部連盟  ｜ 

姓(漢字)   ｜ 名(漢字)   ｜ 

姓(ローマ字) ｜ 名(ローマ字) ｜ 

生年月日(西暦)｜    年   月   日 血液型    |          型     

住所：〒 

 

電話(固定) ｜   

電話(携帯) ｜   

電話(緊急) ｜   

出場階級① 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級② 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級③ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級④ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級⑤ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級⑥ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級⑦ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級⑧ 

カテゴリー｜ 

体重階級｜   kg 級｜    腕｜ 

性別｜ 

出場階級の記入例① 

カテゴリー｜ マスター(＋40) 

体重階級｜ー80 kg 級｜  右 腕｜ 

性別｜ 男 

出場階級の記入例① 

カテゴリー｜ 一般 

体重階級｜ー90 kg 級｜  左 腕｜ 

性別｜ 男 

航空チケットおよびホテルの斡旋を希望する （ はい ・ いいえ ） どちらかに○をつけてください。 

 

                         支部連盟印 

 

【 誓約書 】一般社団法人 JAWA⽇本アームレスリング連盟 殿  

私は、本⼤会に出場するにあたり良識ある⾏動をとり、貴連盟の指⽰に従う事を誓います。尚、競技中に私が負傷した場合は

⾃⼰責任とし、貴連盟の責任を⼀切問いません。  

 

令和元年    ⽉    ⽇  ⽒名                        印 


