
２０１２２０１２２０１２２０１２ 年年年年７７７７月月月月 ８８８８日日日日（（（（ 日日日日）））） 名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市 ・・・・露橋露橋露橋露橋 スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

「 」「 」「 」「 」グラップリングツアー２０１２ 第２弾 ＦＬＡＳＨ

● ●参 加 申 込 書参 加 申 込 書参 加 申 込 書参 加 申 込 書

私はグラップリングルールを遵守し、全力を尽くして正々堂々と試合することを誓います。また大会の事故、
負傷、死亡、後遺症などに対しては、誰にも責任の所存を問うものではなく、主催者および関係者にいっさい

の異議申し立てをしないことを誓約し、出場を申し込みます。また、本大会に関するあらゆる著作権、
肖像権、およびそれらに付帯する権利は、すべて主催者に帰属することを了承します。

署 名 印署 名 印署 名 印署 名 印

※※※※未成年未成年未成年未成年はははは保護者保護者保護者保護者ののののサインサインサインサインをもらってをもらってをもらってをもらって下下下下さいさいさいさい。。。。
ふりがなふりがなふりがなふりがな

（ ）（ ）（ ）（ ）氏名氏名氏名氏名：：：： 性別性別性別性別 ：：：：男男男男・・・・女 生年月日女 生年月日女 生年月日女 生年月日：：：： １９１９１９１９ 年 月 日 満 歳年 月 日 満 歳年 月 日 満 歳年 月 日 満 歳

ＮＡＭＥ： ＡＧＥ：ＮＡＭＥ： ＡＧＥ：ＮＡＭＥ： ＡＧＥ：ＮＡＭＥ： ＡＧＥ：ＳＥＸ：ＭＡＬＥ ＦＥＭＡＬＥ ＤＡＴＥ ＯＦ ＢＩＲＴＨ：ＳＥＸ：ＭＡＬＥ ＦＥＭＡＬＥ ＤＡＴＥ ＯＦ ＢＩＲＴＨ：ＳＥＸ：ＭＡＬＥ ＦＥＭＡＬＥ ＤＡＴＥ ＯＦ ＢＩＲＴＨ：ＳＥＸ：ＭＡＬＥ ＦＥＭＡＬＥ ＤＡＴＥ ＯＦ ＢＩＲＴＨ：

〒住所住所住所住所

ＡＤＤＲＥＳＳ：ＡＤＤＲＥＳＳ：ＡＤＤＲＥＳＳ：ＡＤＤＲＥＳＳ：

国籍国籍国籍国籍 ：：：： 電話番号電話番号電話番号電話番号 ：：：： 緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先 ： （： （： （： （ 宅宅宅宅 ））））

ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ ＣＯＮＴＡＣＴ（ＮＥＸＴ ＯＦ ＫＩＮ ：ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ ＣＯＮＴＡＣＴ（ＮＥＸＴ ＯＦ ＫＩＮ ：ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ ＣＯＮＴＡＣＴ（ＮＥＸＴ ＯＦ ＫＩＮ ：ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ ＣＯＮＴＡＣＴ（ＮＥＸＴ ＯＦ ＫＩＮ ：ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＴＹ：ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＴＹ：ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＴＹ：ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＴＹ： ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ： ））））

身長身長身長身長： ｃｍ ／： ｃｍ ／： ｃｍ ／： ｃｍ ／ 通常体重通常体重通常体重通常体重： ｋｇ ／： ｋｇ ／： ｋｇ ／： ｋｇ ／ 血液型血液型血液型血液型： ／： ／： ／： ／ 職業職業職業職業：：：：

ＨＥＩＧＨＴ： ＷＥＩＧＨＴ： ＢＬＯＯＤ ＴＹＰＥ： ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮ：ＨＥＩＧＨＴ： ＷＥＩＧＨＴ： ＢＬＯＯＤ ＴＹＰＥ： ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮ：ＨＥＩＧＨＴ： ＷＥＩＧＨＴ： ＢＬＯＯＤ ＴＹＰＥ： ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮ：ＨＥＩＧＨＴ： ＷＥＩＧＨＴ： ＢＬＯＯＤ ＴＹＰＥ： ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮ：

年齢年齢年齢年齢カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ：：：： アダルトアダルトアダルトアダルト ((((18181818～～～～ 29292929歳歳歳歳 ))))・・・・マスターマスターマスターマスター ((((30303030～～～～ 35353535歳歳歳歳 ))))・・・・シニアシニアシニアシニア ((((36363636歳以上歳以上歳以上歳以上 ))))

ＡＤＵＬＴＯ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＮＩＯＲＡＤＵＬＴＯ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＮＩＯＲＡＤＵＬＴＯ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＮＩＯＲＡＤＵＬＴＯ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＮＩＯＲAge CATEGORYAge CATEGORYAge CATEGORYAge CATEGORY

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：： ビギナービギナービギナービギナー ・・・・ アドバンスアドバンスアドバンスアドバンス ・・・・ エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート

ＢＥＧＩＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ ＥＸＰＥＲＴＢＥＧＩＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ ＥＸＰＥＲＴＢＥＧＩＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ ＥＸＰＥＲＴＢＥＧＩＮＮＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥ ＥＸＰＥＲＴCATEGORYCATEGORYCATEGORYCATEGORY ： ・ ・

※※※※出場出場出場出場カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーはははは参加者参加者参加者参加者ののののレベルレベルレベルレベルにににに 応応応応じてじてじてじて決定決定決定決定されますされますされますされます。。。。詳詳詳詳 しくはしくはしくはしくは要項要項要項要項をごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい 。。。。

希望階級希望階級希望階級希望階級 ：：：： 男子男子男子男子 ５７５７５７５７ kgkgkgkg ････６３６３６３６３ kgkgkgkg ････６９６９６９６９ kgkgkgkg ････７５７５７５７５ kgkgkgkg ････８１８１８１８１ kgkgkgkg････８７８７８７８７ kgkgkgkg････９３９３９３９３ kgkgkgkg････９９９９９９９９ kgkgkgkg ････ 無差別無差別無差別無差別

女子女子女子女子 ４８４８４８４８ kgkgkgkg ････ ５ ３５ ３５ ３５ ３ kgkgkgkg ････ ５７５７５７５７ kgkgkgkg ････ ６ ３６ ３６ ３６ ３ kgkgkgkg ････ ６９６９６９６９ kgkgkgkg････ ７５７５７５７５ kgkgkgkg････ ８１８１８１８１ kgkgkgkg ････ 無差別無差別無差別無差別ＷＥＩＧＨＴＷＥＩＧＨＴＷＥＩＧＨＴＷＥＩＧＨＴ

※※※※無差別級無差別級無差別級無差別級へのへのへのへの出場出場出場出場をををを希望希望希望希望するするするする方方方方はははは、、、、 希望階級希望階級希望階級希望階級とととと 両方両方両方両方にににに○○○○をつけてをつけてをつけてをつけて下下下下さいさいさいさい 。。。。ＣＬＡＳＳ：ＣＬＡＳＳ：ＣＬＡＳＳ：ＣＬＡＳＳ：

選手登録選手登録選手登録選手登録 ：：：： 登録済登録済登録済登録済みみみみ ・・・・ 未登録未登録未登録未登録

※※※※今年度一度今年度一度今年度一度今年度一度でもでもでもでも 出場出場出場出場のののの方方方方はははは 登録済登録済登録済登録済みですみですみですみです 。。。。

所属道場所属道場所属道場所属道場：：：： 公開公開公開公開 ・・・・ 非公開希望非公開希望非公開希望非公開希望

（（（（TELTELTELTEL:::: ））））ＤＯＪＯ ｏｒ ＴＥＡＭ：ＤＯＪＯ ｏｒ ＴＥＡＭ：ＤＯＪＯ ｏｒ ＴＥＡＭ：ＤＯＪＯ ｏｒ ＴＥＡＭ：

武道武道武道武道＆＆＆＆格闘技歴格闘技歴格闘技歴格闘技歴およびおよびおよびおよび段位段位段位段位：：：：

ＡＲＴＩＡＬ ＡＲＴＳ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ：ＡＲＴＩＡＬ ＡＲＴＳ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ：ＡＲＴＩＡＬ ＡＲＴＳ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ：ＡＲＴＩＡＬ ＡＲＴＳ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ：

戦績 戦 勝 敗 分戦績 戦 勝 敗 分戦績 戦 勝 敗 分戦績 戦 勝 敗 分主主主主なななな戦績戦績戦績戦績（（（（できるだけできるだけできるだけできるだけ詳細詳細詳細詳細にににに ：：：：））））

ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＲＥＣＯＲＤ：ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＲＥＣＯＲＤ：ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＲＥＣＯＲＤ：ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＲＥＣＯＲＤ：

ふりがなふりがなふりがなふりがな、、、、戦績戦績戦績戦績などなどなどなど、、、、すべてのすべてのすべてのすべての項目項目項目項目をもれなくをもれなくをもれなくをもれなく記入記入記入記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。記載不備記載不備記載不備記載不備、、、、虚偽虚偽虚偽虚偽のののの申請申請申請申請などのなどのなどのなどの場合場合場合場合はははは出場出場出場出場をををを受受受受けけけけ付付付付けませんけませんけませんけません。。。。

ＡＬＩＶＥＭａｒｔｉａｌ Ａｒｔｓ ＆ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ


