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第 48回全日本サンボ選手権大会 
(2022国際大会日本代表選手選考会) 

 

【大会要項】 

主   催    一般社団法人 日本サンボ連盟 

主   管     全日本サンボ選手権大会実行委員会 

期   日     2022年 9月 25日（日）  

体育館開館・選手受付 9：00 

審判・監督会議    9：30  

開会式        10：00 

試合開始       開会式後 

会   場     千葉県成田市・中台運動公園体育館  

所在地：千葉県成田市中台 5丁目 2番地 

電話：0476-26-7251 

アクセス：最寄駅 JR成田駅西口より徒歩約 10分 

中台運動公園 体育館駐車場 利用可 

 

１ 参加資格 

（１）日本国籍を有し、大会当日 18歳以上で当連盟の参加承認を受けた者。 

（２）2022年 9月 16日（金）までに年間登録料・大会参加料を納入していること。 

（３）スポーツ安全保険等傷害保険に加入していること。 

（４）国際サンボ連盟（以下、FIAS）の衛生規定に適合しており、健康かつ感染症が無い 

こと。 

（５）当連盟規定の健康記録表に必要事項記入の上、受付・計量時に提出すること。 

（６）計量日および大会当日に体調不良でないこと。 

（７）大会当日受付時の体温が 37.5度未満であること。 

 

２ ルール 

現行の FIASルールにて行うが、以下ローカルルールを採用する。 

（１）トーナメント方式で実施し、敗者復活戦、３位決定戦は行わない。 

Ａ.エントリー数３名の階級はリーグ戦とする。 

（２）試合時間は男子・女子とも準決勝まで４分、決勝５分とする。 

   Ａ.関節技は準決勝まで 30秒、決勝１分とする。 

（３）選手選抜および組み合わせは当連盟の責任において行う。 

（４）シューズはサンボシューズのみを認める。ただし、色は問わない。 

（５）ショーツは膝上丈で、ポケットのないものを着用すること。色はジャケット同様コ 

ーナー色（赤または青）に合わせること。 

（６）女子はサンボ用具の他、白いＴシャツとスポーツ用インナーを着用すること。 

（７）セコンドの指示はジェスチャーのみ認める。 
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（８）コンバットサンボの部でノックアウト、２ノックダウンによるテクニカルノックアウ 

ト、レフリーストップ、ドクターストップで敗北した選手は、スポーツサンボの部に 

エントリーの場合でも以降の試合を行うことができない。 

（９）そのほか、当連盟が定めるところによる。 

※大会期日までに FIASルールが変更された場合は、当連盟ウェブサイト 

  （https://www.japan-sambo.com）で告知する。 

   ※ルール URL: https://www.japan-sambo.com/wp/wp-content/uploads/rule_ 2021_  

03.pdf 

   ※ルール QRコード： 

 

 

３ カテゴリー 

   男女スポーツサンボ 

   男子コンバット 

４ 階級  

男子スポーツ  58、64、71、79、88、98、+98kg級 【７階級】 

女子スポーツ  54、65、80kg級 【３階級】 

男子コンバット 64、71、79kg級 【３階級】 

 

５ 計量  

（１） 前日計量 2022年 9月 24日（土）受付 18：00～19:00 

計量 18：05～19:05 （60分間） 

※日本サンボ連盟の指定宿泊施設（会場近辺）に前泊をする者は宿泊料金を当連盟に 

て負担する。 

（２）当日計量 2022年 9月 25日（日）受付・計量 9：00～9：30 （30分間） 

   ※安全面を考慮し、前日計量を原則とする。 

（３）計量場所 中台運動公園体育館 1階アリーナ 

（４）予備計量は１回のみとし、本計量も１回のみとする（一発計量）。 

（５）常時マスク着用のこと。 

（６）前日計量時、大会会場でのトレーニングによる体重調整を禁止とする。 

※屋外でのランニングなどによる体重調整は可とする。 

（７）待機時は大会役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを守ること。 

（８）計量時に顔写真入りの本人確認書類（マイナンバーカード、パスポート、運転免許 

証、学生証等）を持参のこと。 

６ 表 彰 

（１）各階級１位から３位までの選手に賞状及びメダルを授与する。 

（２）最優秀選手男子１名・女子１名に賞状及びトロフィーを授与する。 

副賞として、世界選手権大会、ワールドカップ、アジア選手権大会のいずれかに出場 

する場合、遠征補助金として 10万円を１回支給する。 

※上記の複数の国際大会に出場した場合も支給は 10万円を１回とする。また、上記 

国際大会に出場しない場合は支給しない。 

 

https://www.japan-sambo.com/
https://www.japan-sambo.com/wp/wp-content/uploads/rule_2021_03.pdf
https://www.japan-sambo.com/wp/wp-content/uploads/rule_2021_03.pdf
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７ 大会エントリー 

（１）当連盟ウェブサイトからオンラインエントリーフォームにてエントリー手続きをする 

こと。 

※オンラインフォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1btXzkPehO-EAWszpE9dvfHDPx6TRtaImptOTCNhT-

IM/edit 

※オンラインフォーム QRコード： 

※オンラインエントリーができない者は、大会事務局に申し出ること。 

 

（２）エントリーガイドライン 

Ａ．本大会は新型コロナウイルスの感染状況等により各階級最大８名 

までエントリーを受け付ける選抜形式の大会となる場合がある。 

Ｂ．選抜形式の大会となり、各階級最大エントリー可能人数を超えてエントリーがあ 

った場合、当連盟が出場選手を選考することとし、選考に漏れた者は隣接階級へ 

のエントリー変更または出場キャンセルを選択できることとする。 

Ｃ．エントリーした階級に対戦相手が居ない場合、隣接階級へのエントリー変更また 

は出場キャンセルを選択できることとする。 

※１名エントリーとなった階級は不実施とし、認定優勝も認めないものとする。 

Ｄ．政府および各関係機関、自治体、会場からの要請等により大会が中止・延期され 

る場合がある。 

Ｅ．指定口座への入金をもってエントリー完了とする。当日の受付では年間登録料・ 

大会参加料の支払いは受け付けない。 

Ｆ．当連盟による階級変更要請および１名エントリーによる出場キャンセル、大会中 

止・延期時を除き、一度納入された年間登録料・大会参加料の返金は行わない。 

（３）エントリー期間：2022年 8月 9日（火）～2022年 9月 5日（月） 

（４）エントリー通知：2022年 9月 8日（木） 

（５）年間登録料について 

    当連盟主催競技会に出場の者は、サンボの普及発展に寄与し、選手資格の確保を目的 

として、年間登録を義務付けている。 

 2022年度年間登録料（2022年４月～2023年３月まで）1,000円  

（６）大会参加料:スポーツサンボの部・コンバットサンボの部 各 4,000円 

スポーツサンボの部・コンバットサンボの部ダブルエントリー 6,000円 

（７）コンバット用具（FIAS公認ヘッドギア,グローブ，レガース赤・青セット）代 

未使用品：10,000 円   中 古 品： 5,000円 

※コンバット用具の代金は大会受付時に釣銭のいらないように現金で支払うこと。 

   ※マウスピース、ファウルカップは各自用意すること。 

（８）サンボ用具レンタル 

レンタル内容 リバーシブルサンボジャケット＋シューズ（ショーツは各自で用意） 

レンタル期間 受付から試合終了まで（表彰がある者は大会終了まで） 

レンタル費用 １セット 2,000円 

※レンタル用品は数に限りがあるため、事前に問い合わせをして了承を得ること。 

 

https://docs.google.com/forms/d/1btXzkPehO-EAWszpE9dvfHDPx6TRtaImptOTCNhT-IM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1btXzkPehO-EAWszpE9dvfHDPx6TRtaImptOTCNhT-IM/edit
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（９）年間選手登録料・大会参加料・サンボ用具レンタル料振込先 

楽天銀行（ラクテンギンコウ） 第二営業支店 ２５２ 普通 ７４７７１３４ 

一般社団法人日本サンボ連盟（イツパンシヤダンホウジンニホンサンボレンメイ） 

※振込時の留意事項  

以下例のように入力したうえ、振込をすること。 

・個人での振込入力例 男子スポーツ〇〇kg級【M〇〇サンボタロウ】 

女子スポーツ〇〇㎏級【W〇〇サンボハナコ】 

男子コンバット〇〇kg級【MC〇〇サンボタケシ】 

・複数人での振込入力例 所属名と参加人数【チーム○○１８メイ】 

（10）年間登録料・大会参加料振込期間：2022年 9月 8日（水）～9月 16日（金） 

   ※必ず、エントリー通知を確認してから振り込むこと。 

 

８ 新型コロナウイルス感染症対策 

当連盟は新型コロナウイルス感染予防と拡大防止に細心の注意を払い大会を開催する。 

（１）全参加者（含む選手、セコンド、大会役員）は下記を遵守すること。 

   Ａ．以下の事項に該当する場合、大会参加を見合わせること。 

      i．体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

    ii．同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる場合 

    iii．過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 

国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

      iv．大会への不参加を決めた場合、速やかに事務局に報告すること。 

      Ｂ．会場入場時に当連盟規定の健康記録表を受付に提出し、検温を受けること。 

     i. 健康記録表記録期間：9月 19日（月）～9月 25日（日） 

     ii. 大会当日、受付時に体温が 37.5度以上ある者は大会参加不可とする。 

   Ｃ．マスクを常時着用すること。（ウォーミングアップ・試合時の選手を除く） 

      Ｄ．こまめな手洗い、アルコールによる手指消毒を実施すること。 

         ※選手は試合の前後に手指に加え、脚・靴裏をアルコール消毒すること。 

   Ｅ．常にソーシャルディスタンスを確保すること。 

   Ｆ．大きな声で会話しないこと。 

   Ｇ．会場内（1階）で食事をしないこと。※水分補給は認める。但し、酒類は除く。 

   Ｈ．自宅・会場間を直行・直帰すること。 

   Ｉ．大会終了後１週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、大会事務局 

に速やかに報告すること。  

（２）選手はサンボ用具の貸し借りをしないこと。 

（３）選手および観戦者は当連盟が指定したエリア（2階観客席の一部）のみ利用可とし、 

敗れた選手は速やかに観客席へ上がること。 

（４）選手、監督、セコンドのみ 1階アリーナへの入場を認める。 

（５）選手以外に監督・セコンドの入場を認めるが総選手数を上回らないこと。 

（６）審判団はマスクに加え、フェイスシールドを常時着用する。 

（７）適時マット消毒を行う。 

（８）選手同士の試合前後の握手は避け、代わりに一礼をすること。 

（９）その他、大会役員の指示に従うこと。 
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９ その他 

（１）選手は、保険証を持参すること。 

（２）試合前のウォーミングアップは、大会本部からの指示に従うこと。 

（３）開会式・閉会式はサンボジャケットおよびシューズを着用すること。 

（４）大会要項に変更があった場合は大会事務局より連絡する。 

（５）個人情報の取り扱いについては、サンボ競技に関する目的以外には使用しない。 

 

10 告知事項 

2022年主要国際大会日程（予定） 

大会名 開催期間 開催地 大会主催団体 

世界選手権大会 
11月 12日～

14日 

トルクメニスタン・ 

アシガバート 

FIAS・トルクメニ

スタンサンボ連盟 

※当連盟の「国際大会派遣選手選考規程」に基づき、本大会３位までに入賞した者を優 

先的に上記国際大会に派遣する。ただし、当連盟が日本代表選手としてふさわしくな 

いと判断した者は派遣対象にならない。 

※当該時期の国内および現地情勢等によって、遠征を中止する場合がある。 

※国際大会出場希望者は事前にパスポートを取得しておくこと 

 

11 問い合わせ 

松本 秀彦（当連盟専務理事）  

メール matsu-h@sgk.ac.jp 


