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東日本大震災復興支援 

天 皇 杯 

平成 23 年度 全日本レスリング選手権大会実施要項 

 
 
主   催  財団法人 日本レスリング協会 
 
協   賛 （株）明治  東京スポーツ新聞格技振興財団   （株）アシックス  （株）日貿  

（株）ジャパンビバレッジホールディングス  （株）ドン・キホーテ  綜合警備保障（株） 
 ココロカ（株）  （株）カミチク  （株）アンドワークス  全日本空輸（株） 
（株）丸山工務所   （株）ハンズコーポレーション  （株）ファクトリージャパン 

 （株）プリオコーポレーション  （株）ペスカリッチ  （株）ライジング 
  

主   管  全日本レスリング選手権大会実行委員会 
 
協   力  日本社会人レスリング連盟 全日本学生レスリング連盟  全国高校体育連盟レスリング専門部 

全国中学生レスリング連盟 全国少年少女レスリング連盟 全日本女子レスリング連盟  
全日本マスターズレスリング連盟 日本格闘競技連盟  東京都レスリング協会 

 
期   日  平成23年12月21日（水）～12月23日（金・祝） 
 
会   場  国立代々木競技場 第2体育館 
         東京都渋谷区神南2－1－1 

（JR「原宿」駅または、東京メトロ「明治神宮前」駅下車 徒歩5分） 
 
内   容   
１．ル ー ル 国際レスリング連盟ルールにて行う。 

       （１）一部（財）日本レスリング協会が定めたものを適用する。 
       （２）トーナメント方式で実施し敗者復活戦は行わない。 

（３）参加人数は各スタイル・クラス共に16名を基準とし、16名を超えた場合は強化委員会で 
選考し出場選手数を決定する。 

 
２．スタイル フリースタイル ・ グレコローマンスタイル ・ 女子レスリング 

  
３．ク ラ ス ＜フリースタイル ・ グレコローマンスタイル＞  

 
５０～５５㎏・６０㎏・６６㎏・７４㎏・８４㎏・９６㎏ 
９６～１２０㎏ 

 
 
＜女子レスリング＞ 

 
４４～４８㎏・５１㎏・５５㎏・５９㎏・６３㎏・６７㎏ 
６７～７２㎏ 
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４．日 程 

 

 

 

 

 

12月20日(火) 

 

12月21日(水) 

 

12月22日(木) 

 

12月23日(金・祝) 

 

 

試合・会議 

 

 

09：00  会場設営 

 

 

15:30～16:30 

監督会議 

代々木第２体育館 

会議室 

08：30 開場 

09：30～試合開始 

 

各階級の1回戦から決

勝までを実施する。 

表彰は当日実施する。

08：30 開場 

09：30～試合開始 

 

各階級の1回戦から決

勝までを実施する。 

表彰は当日実施する。 

08：30 開場 

09：30～試合開始 

 

各階級の1回戦から決

勝までを実施する。 

表彰は当日実施する。

 

試 合 

（実施階級） 

 

 

Ｆ－ 84㎏・96㎏ 

   120㎏ 

 

Ｇ－ 55㎏・60㎏ 

   

女子 59㎏・67㎏ 

Ｆ－ 55㎏・66㎏ 

 

Ｇ－ 74㎏・96㎏ 
     120㎏ 
 
女子  48㎏・51㎏ 

Ｆ－ 60㎏・74㎏ 

 

Ｇ－ 66㎏・84㎏ 

 
女子 55㎏・63㎏ 

   72㎏ 

 

 

メディカル 

チェック 

16:30～17:30 

代々木第２体育館 

 

※12月21日に行う 

 階級のみ実施 

16:30～17:30 

代々木第２体育館 

 

※12月22日に行う 

 階級のみ実施 

16:30～17:30 

代々木第２体育館 

 

※12月23日に行う 

 階級のみ実施 

 

 

 

計  量 

17:30～18:00 

代々木第２体育館 

※12月21日に行う 

 階級のみ実施 

17:30～18:00 

代々木第２体育館 

※12月22日に行う 

 階級のみ実施 

17:30～18:00 

代々木第２体育館 

※12月23日に行う 

 階級のみ実施 

 

 

 

 

 

５．試 合  

   （１）12月21日（水） 

① 開  場 ： 08：30 

     ② 試合開始 ： 09：30～ （開始式、天皇杯返還、1回戦から決勝まで） 

     ③ 試  合 ： フリースタイル     84㎏・96㎏・120㎏ 

グレコローマンスタイル 55㎏・60㎏ 

女子レスリング     59㎏・67㎏ 

          ④ 表    彰  ： 各決勝終了後行う。 

 

   （２）12月22日（木） 

     ① 開  場 ： 08：30 

     ② 試合開始 ： 09：30～ （1回戦から決勝まで） 

     ③ 試  合 ： フリースタイル     55㎏・66㎏ 

グレコローマンスタイル 74㎏・96㎏・120㎏ 

女子レスリング     48㎏・51㎏ 

          ④ 表    彰  ： 各決勝終了後行う。 
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   （３）12月23日（金・祝） 

     ① 開  場 ： 08：30 

     ② 試合開始 ： 09：30～ （1回戦から決勝まで） 

          ③ 年間表彰  ： 準決勝戦の前に行う。 

     ④ 試  合 ： フリースタイル      60㎏・74㎏ 

グレコローマンスタイル  66㎏・84㎏ 

女子レスリング     55㎏・63㎏・72㎏ 

     ⑤ 表  彰 ： 各決勝終了後行う。 

     ⑥ 天皇杯授与および優秀選手表彰を行う。 

（注）実施階級及び試合進行等が変更される場合には、後日「協会ＨＰ」に掲載する。 

 

６．参加資格 

  （1）日本国籍を有し、(財)日本レスリング協会の登録者で且つ大学・一般は３段以上、高校生は初段で 
健康診断を受け健康であることが証明され、下記の参加資格を有する者。 
 

（2）男子レスリングは、出場資格を取得したスタイル・クラスと同一とし、１スタイル１クラスの出場に 
限る。ただし、高校生の有資格者の階級については、男子強化委員会で決定する。 

 
  （3）女子レスリングは、ロンドン五輪4階級の実施に伴い、出場資格の階級変更を認める。 

（女子レスリングのロンドン五輪は、48－55－63－72kg級の4階級） 
 
  （4）フリースタイル及びグレコローマンスタイル（平成24年に18歳以上の者） 
     ①平成22年度 天皇杯全日本選手権大会                      １位～８位 
     ②平成23年度 明治杯全日本選抜選手権大会                  １位～８位 
     ③平成23年度 国民体育大会（成年）                  １位～３位 
     ④平成23年度 全日本学生選手権大会（インカレ）                 １位～３位 
     ⑤平成23年度 全日本大学選手権大会                       １位～３位 
     ⑥平成23年度 全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会       １位～３位 
     ⑦平成23年度 東日本学生新人戦（春季・秋季）             １位 
     ⑧平成23年度 全日本社会人選手権大会                      １位～３位 
     ⑨平成23年度 JOC杯全日本ジュニア選手権大会（ジュニアの部）   １位 
     ⑩平成22年度 全国高校選抜大会                 1位 

⑪平成23年度 インターハイ・国民体育大会（少年）          １位 
⑫平成23年度 全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会     １位 

     ⑬平成23年度 西日本学生選手権大会・西日本学生新人戦      １位 
     ⑭平成23年度 全国社会人オープン選手権大会           １位              
     ⑮所属長が推薦し、男子強化委員会で選考した者 
 
  （5）女子レスリング（高校生以上の者） 
     ①平成22年度 天皇杯全日本選手権大会                   １位～８位 
     ②平成23年度 明治杯全日本選抜選手権大会                  １位～８位 

③平成23年度 ジュニアクイーンズカップ（ジュニアの部）     １位～３位 
     ④平成23年度 ジュニアクイーンズカップ（カデットの部）       １位 

⑤平成23年度 全日本学生選手権大会（インカレ）                 １位～３位 
     ⑥平成23年度 全日本社会人選手権大会                      １位～３位 
     ⑦平成23年度 全国高等学校女子選手権大会                    １位～３位 
     ⑧平成23年度 JOC杯全日本ジュニア選手権大会（ジュニアの部）   １位～３位 
          ⑨平成23年度 JOC杯全日本ジュニア選手権大会（カデットの部）  １位 
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     ⑩平成23年度 全日本女子オープン選手権大会（シニアの部）       １位  
          ⑪平成23年度 全日本女子オープン選手権大会（カデットの部）   １位 

⑫女子強化委員会が推薦した者 
 

７．表  彰  
（1）天皇杯（最優秀選手賞）は、天皇杯選考委員会で受賞者を決定する。 

  （2）各スタイル１名に優秀選手賞を授与する。 
  （3）各クラス１位から３位までの選手に賞状及びメダルを授与する。 
 
８．獲得資格 

  （1）各スタイル（フリースタイル・グレコローマンスタイル・女子レスリング）のベスト8の者に、 
「平成24年度 明治杯全日本選抜選手権大会」の参加資格を与える。 
 

  （2）ロンドン五輪の日本代表選考会とする。 
 

９．ドーピング （財）日本レスリング協会医事規定に基づく、ドーピングコントロールを実施する。 
 
10．申し込み  

   （1）「参加資格者」は、別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、参加料を添えて現金書留にて 
平成23年11月17日（木）必着にて申し込むこと。 
尚、未登録及び段位未取得の者は「登録用紙」「段位申請用紙」と申請料を添えること。 
 

① 必要事項を漏れなく記入した参加申込用紙 
② 参加料４，０００円 
 

    写真は、デジタルデータとし、スタイル・階級・氏名を明記し送信のこと。 

 カラー写真（縦4.5cm×横3.5cm）1枚 

Ｅ‐mail: jpn.wrestling@gmail.com 

 

     （注）全国社会人オープン選手権大会と東日本秋季新人戦の資格者は、平成23年11月25日（金）

必着にて、申し込むこと。 

 

 

   （2）参加資格のない男子レスリング（フリースタイルとグレコローマンスタイル）について、 

所属長が推薦する者は、別紙「所属長推薦書（男子強化委員会選考用）」に必要事項を記入の上、 

平成23年11月17日（木）必着にて申し込むこと。 

      ＊ 女子レスリングは、所属長の推薦方式はとらない。 

 

（注）男子強化委員会で選考された選手(後日、日本協会 HP に掲載)は、参加申込書と参加料を添え

て、現金書留にて平成23年11月30日（水）必着にて申し込むこと。 

 

写真は、デジタルデータとし、スタイル・階級・氏名を明記し送信のこと。 

カラー写真（縦4.5cm×横3.5cm）1枚 

Ｅ‐mail: jpn.wrestling@gmail.com 

 

（注1） 締切後のスタイル・クラスの変更は認めない。 
 
（注2） １８歳以下で参加する者は、医事の証明書と保護者の承諾（押印）を得て申し込むこと。 
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 11．その他   

（1）参加選手は、スポーツ傷害保険に加入し健康保険証を持参すること。 

(財)日本レスリング協会は、大会中での応急処置を行うが、その他の責任は負わない。 

 

   （2）変更があった場合は、主催者の公式ホームページ上に掲載する。 
      主催者公式ホームページ http://www.japan-wrestling.jp 
 

（3）参加選手の所属代表者は、監督会議に必ず出席（厳守）すること。 
 
（4）計量時に、(財)日本レスリング協会の会員証を提示すること。 
 
（5）シード選手は、計量時に発表する。 
 

（6）未登録者と段位の認定は(財)日本レスリング協会に申請し取得すること。 
 
（7）個人情報の取り扱いについては、「天皇杯」平成 23 年度全日本レスリング選手権大会に関する目的

以外には使用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申し込み問い合わせ＞ 

(財)日本レスリング協会 全日本レスリング選手権大会実行委員会 

住 所 〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内 

ＴＥＬ ０３－３４８１－２３５４ 

ＦＡＸ ０３－３４８１－２３５６ 

Ｅ‐mail:wrestling@japan‐sports.or.jp


