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◆ 墨田区保健所 全面協力!! ◆
感染対策をしっかり行います

日

時

2022年5月7日（土）
※コロナウイルス感染状況により中止の可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

開会時刻
会

実行委員会
連絡窓口

場

学年ごとに開催

（ウラ面のタイムスケジュールをご確認ください。）

墨田区立 墨田区総合体育館メインアリーナ

参加資格

墨田区内に在住、
又は通学するすべての小学生（男女）

参 加 費

無料（先着250名まで）

申込〆切

2022年4月30日（土）〆切

こう

き

藤﨑 剛暉

TEL：080-4354-1602
押上

sumida.wanpaku.sumo@gmail.com

�

主催：わんぱく相撲墨田区大会実行委員会
後援：墨田区、墨田区教育委員会
当 日こ のカ ー ド は 切 り は な さ ず にご 持 参 く だ さい ︒

１.わんぱく相撲墨田区大会実行委員会主催のわんぱく相撲墨田区大会（以下「本大会」とす
る）において、勝敗の決定、その他運営に関する一切の事項について主催者の指示に従うこ
とに同意します。
２.新型コロナウイルスの流行を受け、参加者の健康と安全を考慮し、本大会では「試合時以外での
マスクの着用の推奨」
「手洗い、うがいの慣行」の感染症の予防を行います。また、本大会に
おいての参加者や家族のケガ、感染症、事故について、主催者は一切の責任を負わないこと
を承知します。
３.参加者の個人情報が、大会遂行上必要となった場合など、必要な範囲に限り、第三者に開示
されることがあることに同意します。

申込方法
（先着250名まで）

2022年4月30日（土）までに、お申し込みフォームより申し込みをお願いいたします。

また、選手カード、同意書に必要事項を記載の上、当日必ず持参して下さい。
※ホームページより申し込みが出来ます。
下記アドレスにアクセスし、フォームよりお申し込みください。

https://wanpaku-sumida.com/

申込みフォームQR

2022年4月30日23：59までにお申し込みください。

今回に限り、１週間の体調管理の都合上、大会当日の受付はできませんので、予めご了承下さい。
「お申し込み」はお一人様につき一回までとなります。
当サイトからのキャンセルは出来ませんので、キャンセルの際はお問合せ先までご連絡下さい。
ホームページにて、大会運営のガイドラインをご確認いただけます。
参加の可否はメールにてお知らせいたします。

https://facebook.com/44thsumida.wanpaku

★服装

男子：Tシャツ、半ズボンの体操着、はだし、マスク着用 女子：Tシャツ、半ズボンの体操着、はだし、マスク着用

★髪留め

髪の毛を止める場合はゴムバンドを使用してください。

★アクセサリー

ネックレス、指輪、ブレスレット、ミサンガなどのアクセサリー類は外してください。

★爪

短く切ってご参加ください。

★つきそい

つきそいは１人につき１人まででお願いいたします。

★抗原検査

選手は当日、墨田区保健所の協力のもと抗原検査を行います。
（大会参加希望者は必ず検査を受けていただきます。）
※当日の検査で陰性の場合のみ大会参加可能となります。陽性反応の場合、医療機関をご案内いたします。

★事前体調管理

体調管理シートをご持参ください。

※当日、体調管理シートがない場合は参加できません。
※体育館のサブアリーナおよびメインアリーナは土足禁止です。必ず内履きに履き替えてください。受付で袋を
お渡しするので、外履きは各自管理してください。

★ゴミ

当日出ますゴミは各自でお持ち帰りをお願いいたします。

★来場方法

当日は公共交通機関をご利用の上、ご来場頂きますようお願いいたします。
※自転車でのご来場の方は所定の駐車場に駐輪をお願いいたします。

★応援

声援は控えてくださいますよう、お願いいたします。

わんぱく相撲は墨田区から発祥した子どもの相撲大会です。
「子どもたちに心身ともに元気に育ってほしい」
「相撲道の持つ礼節・
伝統から、思いやり・感謝の気持ちなどを学んでほしい」このような想いで開催され続け、45 回目になります。

9：30
10：30
11：00
12：00

1年生受付開始
1年生取組開始
2年生受付開始
2年生取組開始

13：00
13：30
14：00
14：30

1. I agree to follow the instruction and the determination, including the judgement of the matches, made by the organizer of
Wampaku Sumo Sumida-ku Tournament during this event.
2. I will comply with the following COVID-19 Response Plan such
as wearing a mask all the time except during my match, and
hand washing and gargling.
Also I fully understand the organizer of this event is not
responsible at all for any injury, infection or incidents during
this event.
3. I agree that my personal information may be disclosed to the
third person only when it is necessary on this event execution.

当 日こ のカ ー ド は 切 り は な さ ず にご 持 参 く だ さい ︒

Wampaku Sumo Sumida-ku Tournament
Registration Consent Form

3年生受付開始
3年生取組開始
4年生受付開始
4年生取組開始

15：00
15：30

5、6年生受付開始
5、6年生取組開始

1. 완빠꾸스모스미다구대회 실행위원회주최의 완빠꾸스모스미다구대회
（이하 「본대회」라고 표기한다）에서 승패의 결정, 기타 운영에 관한
일체 사항에 대하여 주최자의 지시에 따를것에 동의합니다.
2. 신형코로나비르스의 류행때문에 참가자의 건강과 안전을 고려하여
본대회에서는 「시합시간이외의 마스크작용장려」 「손싯기,목가심의 관행
」의 감연증에방을 하겠습니다.또 본대회에 있어서 참가자나 가족의 부상,
감연증,사고에 대하여 주체자는 일체 책임을 지지않기를 승낙합니다.
3. 참가자의 개인정보가 대회진행상 필요하게 된 경우 필요한 범위내에
한하여 제3자에 개시될수 있다는것에 동의합니다.

