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天 皇 杯 

令和元年度 全日本レスリング選手権大会実施要項 

〈東京２０２０への道・日本代表選考会〉 

 
 
主   催  公益財団法人 日本レスリング協会 
 
協   賛 （株）明治  （一財）東京スポーツ新聞格技振興財団   アシックスジャパン（株） 

（株）ドン・キホーテ   日本航空（株） （株）ジャパンビバレッジホールディングス  
西川（株）   佐藤企業（株）   セメダイン（株）   ALSOK  （株）ダスキン     

ココロカ（株）   （株）カミチクホールディングス   （株）ビースマイルプロジェクト   

クリナップ（株）  （株）ハンズコーポレーション   （株）小泉  （株）ペスカリッチ

（株）ライジング   （株）ファクトリージャパングループ    （株）丸山工務所    

UCC 上島珈琲（株）    サントリービバレッジソリューション（株）  富士電機（株）  

エバーピュア・ジャパン（株）  味の素ＡＧＦ（株）   昭和産業（株）           

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）  フェニックスビジネス（株）           

ライトキャピタル（株）   （株）ギャンビット    （株）ＡＤＫホールディングス 
住友金属鉱山（株） 
 

主   管  全日本レスリング選手権大会実行委員会 
 
協   力  日本テレビ放送網（株）  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  日本格闘競技連盟  全日本マスターズレスリング連盟  
東京都レスリング協会 

 
期   日  令和元年１２月１９日（木）～１２月２２日（日） 
 
会   場  駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 
         東京都世田谷区駒沢公園１－１ 

（田園都市線「駒沢大学」駅下車 徒歩２０分） 
 

内   容   
１．ル ー ル 世界レスリング連盟（UWW）ルールにて行う。（計量は、リミットとする） 

       （１）一部（公財）日本レスリング協会が定めたものを適用する。 
（２）シード選手は、最大４名までとする。 

 （３）７－６名の階級はノルディク方式、５名以下の階級は総当り戦を採用する。 
 
 
２．シードの優先順位は、次のとおりとし、最大４名までとする。 
  （１）２０１９年シニア世界選手権大会の同階級出場者。 
  （２）２０１９年「明治杯」同階級１位の者。 

（３）２０１８年「天皇杯」同階級１位の者。 
（４）２０１９年「明治杯」同階級２位の者。 

  （５）２０１８年「天皇杯」同階級２位の者。 
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３．スタイル 男子フリースタイル ・ 男子グレコローマンスタイル ・ 女子フリースタイル 
 
４．階  級 ＜男子フリースタイル（１０階級）＞  

50～57㎏・61㎏・65㎏・70㎏・74㎏・79㎏・86㎏・92㎏・97㎏・97～125㎏ 
 
＜男子グレコローマンスタイル（１０階級）＞ 
50～55㎏・60㎏・63㎏・67㎏・72㎏・77㎏・82㎏・87㎏・97㎏・97～130㎏ 
 
＜女子フリースタイル（１０階級）＞ 
44～50㎏・53㎏・55㎏・57㎏・59㎏・62㎏・65㎏・68㎏・72㎏・72～76㎏ 

 

５．着衣規定 

（１）赤・青色についての配分は、７０％以上とする。（反対色を使用することは不可とする） 

 （２）所属名を入れること。（スポンサー名等は不可とする） 

 （３）背面に氏名を入れることは自由とする。 

 （４）取付け方法は、シングレットに、直に圧着及び直接刺繍すること。 

 

６．日  程（予定） 

【１２月１８日（水）】 

   ０８：００～１９：００   会場設営 

   １６：００～１６：３０   監督会議：所属代表者は、必ず出席のこと。（アリーナ内、南側控室２・３） 

   １６：３０～１７：００   １９日、出場選手の抽選組合せ（所属代表者が必ず抽選を行う） 

＊ 不在の場合は、所属選手は参加できない場合がある。 

 

■開場は４日間とも、７時3０分予定 

【１２月１９日（木）】 

  ０８：００～０８：３０   第１メディカルチェック、計量 

  ０９：３０～        開会宣言・試 合（予備戦から準決勝まで） 

 

               試合終了後に、２０日、出場選手の抽選組合せ（所属代表者が必ず抽選を行う） 

＊ 不在の場合は、所属選手は参加できない場合がある。 

 

【１２月２０日（金）】 

  ０７：４５～０８：００   第２計 量（前日の実施階級） 

  ０８：００～０８：３０   第１メディカルチェック、計量 

  ０９：３０～        試 合（予備戦から準決勝まで） 

                敗者復活戦、３位決定戦（前日の実施階級等） 

決 勝／表 彰（前日の実施階級等） 

 

試合終了後に、２１日、出場選手の抽選組合せ（所属代表者が必ず行う） 

＊ 不在の場合は、所属選手は参加できない場合がある。 

 

【１２月２１日（土）】 

  ０７：４５～０８：００   第２計 量（前日の実施階級） 

  ０８：００～０８：３０   第１メディカルチェック、計量 

  ０９：３０～        試 合（予備戦から準決勝まで） 

敗者復活戦、３位決定戦（前日の実施階級等） 

                決 勝／表 彰（前日の実施階級等） 
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【１２月２２日（日・祝）】 

０８：００～０８：１５   第２計 量（前日の実施階級） 

１０：００～        敗者復活戦、３位決定戦 

 

                年間表彰／クラブ表彰／「天皇杯」返還等等（３位決定戦終了後） 

 

                決 勝／表 彰（前日からの実施階級） 

 

「天皇杯」最優秀選手賞、３スタイル優秀選手賞、閉会宣言 

 

（試合時間等を変更する場合があります。） 

 

（注）試合方式、実施階級、予定時間等は、参加申込み後「協会ＨＰ」に掲載する。 

 

７．参加資格 
  （１）日本国籍を有し、(公財)日本レスリング協会の登録者で、大学・一般は３段以上、高校生は初段の取

得者で健康診断を受け健康であることが証明されていること。 
     ＊過去に脳震盪、過呼吸等の診断を受けた者は、診断書を必ず提出してください。 

＊スポーツ傷害保険に必ず加入すること。未加入の選手は出場できません。 
なお、計量時に会員証を忘れた場合は、仮登録発行料として1,000円徴収します。 

（２）男子レスリングは、出場資格のスタイルを同一とし、原則、階級変更を認めない。但し、2018 年    

天皇杯、2019年明治杯の3位以内の者及び、高校生は変更を認める。 
参加資格のない者は、原則、所属長からの推薦は認めない。但しオリンピックで顕著な成績の者は、 
特別に推薦を認める。 

  
（３）女子レスリングは、原則、階級変更を認めない。但し、2018年天皇杯、2019年明治杯の3位以内の

者及び、高校生は変更を認める。 
参加資格のない者は、原則、所属長からの推薦は認めない。但しオリンピックでメダリストの者は、 
特別に推薦を認める。 

 
（４）男子・女子ともに、令和２年に１８歳以上であること。（該当者以外は、認めない） 
 

  （５）男子フリースタイル及び男子グレコローマンスタイルの参加資格大会 
     ①平成30年度 天皇杯全日本選手権大会                      １位～８位（ベスト８） 
     ②令和元年度 明治杯全日本選抜選手権大会                   １位～８位（ベスト８） 
     ③令和元年度 国民体育大会（成年）                   １位～３位 
     ④令和元年度 全日本学生選手権大会（インカレ）                  １位～３位 
     ⑤令和元年度 全日本大学選手権大会（内閣杯）                １位～３位 
     ⑥令和元年度 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令和元年度 東日本学生新人戦（春季・秋季）              １位 
     ⑧令和元年度 全日本社会人選手権大会                       １位～３位 
     ⑨平成31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30年度 全国高校選抜大会                 １位 

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

     ⑬令和元年度 西日本学生選手権大会・西日本学生新人戦       １位 
     ⑭令和元年度 全国社会人オープン選手権大会            １位 
     ⑮令和元年度 東日本選手権大会（春・秋）             １位 
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     ⑯オリンピックでメダリストの者は、特別に推薦を認める。 
  （６）女子フリースタイルの参加資格大会 
     ①平成30年度 天皇杯全日本選手権大会                   １位～８位（ベスト８） 
     ②令和元年度 明治杯全日本選抜選手権大会                   １位～８位（ベスト８） 

③平成31年度 ＪＯＣ杯ジュニアクイーンズカップ（ジュニアの部） １位・２位 
④令和元年度 全日本学生選手権大会（インカレ）                  １位・２位 

     ⑤令和元年度 全日本社会人選手権大会                       １位・２位 
     ⑥令和元年度 インターハイ                        １位・２位 
          ⑦令和元年度 全日本女子オープン選手権大会（シニアの部）        １位～３位 
     ⑧令和元年度 国民体育大会（女子の部）              １位～３位（ベスト４） 

⑨オリンピックでメダリストの者は、特別に推薦を認める。 
 

１名参加者の階級は、試合が成立しないため有資格者とは認めない。 
 
８．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。 
 
９．獲得資格 

男子フリースタイル・男子グレコローマンスタイルは、１位から５位（ベスト８）の者に、 
女子フリースタイルは、１位から４位（ベスト４）の者に「令和２年度 明治杯全日本選抜選手権大会」 
の参加資格を与える。 

 
10．ドーピング 

（公財）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。 
 

【ドーピング検査について】 

（１） 本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。 

本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング・コントロール手

続の対象となることに同意したものとみなす。 

（２） 18歳未満の者については、ドーピング検査を含むドーピング・コントロール手続に対する親権者からの同意書を所属競技

団体へ別途提出しているもののみエントリーできる。 

（３） 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回

避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了するこ

とができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された

場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。 

（４） 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了後 2 時間の安静が

必要となるので留意すること。 
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（５） 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構のウ

ェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。 

11．申込み 
   （１）「参加資格者」は、別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、令和元年１１月１９日（火） 

までに、参加料を添えて現金書留にて申込むこと。 
尚、段位未取得の者は「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（試合当日の朝食代含む）５，０００円（申込み後の返金はしません） 
 

    写真は、デジタルデータとし、件名に「2019天皇杯」、本文にスタイル・階級・氏名を明記し送信

のこと。 

 カラー写真：1枚      Ｅ‐mail: jpn.wrestling@gmail.com 

 

＊ 東日本（秋季）学生新人戦（１位）及び東日本（秋季）選手権（１位）の参加資格者は、        

令和元年１１月２８日（木）午前中までに、参加申込書をＦＡＸで申し込むこと。 

（ＦＡＸ：０３－５８４３－０３５９） 

なお、後日、参加申込書（原本）と参加料等は、現金書留でお送りください。 

また、参加資格者（11 月 19 日締切り）で申込んだ者で、この２大会でも資格を得た者はスタイル・

階級の変更を特別に認める。 

 

（注）参加申込書は、資格大会名、 スタイル、 階級（kg級）、 順位等及び、所属の・・学校の教諭、

職員等も明確に記入してください。 

 

（２）参加資格は無いがオリンピックでメダリストの者は、別紙「特別推薦書」に必要事項を記入の上、 

令和元年１１月１９日（火）までに申込むこと。 

なお、参加申込書（原本）と参加料等は、参加決定後、現金書留でお送りください。 

 

写真は、デジタルデータとし、件名に「2019 天皇杯」、本文にスタイル・階級・氏名を明記し送信

のこと。 

 

カラー写真：1枚 

Ｅ‐mail: jpn.wrestling@gmail.com 
 

（注１）参加申込み後のスタイル・階級の変更は、原則、認めない。 
（注２）男子・女子ともに、今年１８歳以下で参加する者は、「医事証明書」と「保護者の承諾（押印）」を得て

申し込むこと。 

        ＊ 医事証明書は、統一の「診断書」となります。診断書は「診断医療機関の印鑑」

を必ず押印してもらうこと。 

診断書のフォームは、日本協会ＨＰに載せますので、該当者は出力し使用して 

下さい。 

【診断書の提出がない場合には、出場ができません。ご注意ください。】 



－6－ 

12．朝食（８時～１０時予定／駒沢体育館１階：カフェテラス）について 

  （１）朝食代は、本大会の参加料に含む。 
＊ 提供するメニューは、おかゆ類、スープ類等を中心にします。（後日、協会HPに掲載します。） 
その他の飲食については、各所属長に任せます。ただし、飲み物については、ポット容器で対応し、 

炊き込み、鍋での持込み等は、禁止します。 
      

(２）観覧席での飲食は、禁止します。カフェテラスのみのご利用となりますので、ゆずり合ってご利用   

ください。 

 

  （３）ゴミ等は、各所属で管理し所属に持ち帰ること。体育館内・コンビニ等のごみ箱には捨てないこと。 

 

13．競技観戦について 

 ・競技は、レスリング関係者以外にも、多くの一般客の皆様も観戦します。皆様が気持ちよく観戦できるよう

ご協力ください。 

■行動としてのフェアプレーとは、ルールを守り、審判・対戦相手を尊敬する。 

 

14．その他   

（１）参加選手は、スポーツ傷害保険に必ず加入し健康保険証を持参すること。 

(公財)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。 

＊スポーツ傷害保険に必ず加入すること。未加入の選手は参加できません。 

   （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し抽選を行うこと。 
（４）抽選は所属代表者が行う。不在の場合は、所属選手は参加できない場合があります。 
（５）計量時に、(公財)日本レスリング協会の会員証を提示すること。 
（６）シード選手は、計量時に発表する。 
（７）未登録者と段位の認定は、(公財)日本レスリング協会に申請し取得すること。 
（８）申込み後の参加料（朝食代含む）については、返金はしません。 
（９）個人情報の取り扱いについては、「天皇杯」令和元年度全日本レスリング選手権大会に関する目的及

びレスリング競技の普及・強化事業以外には使用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

＜申し込み問い合わせ＞ 

(公財)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 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ 

ジャパン スポーツ オリンピック スクエア１００４号室 

ＴＥＬ ０３－５８４３－０３５８ 

ＦＡＸ ０３－５８４３－０３５８ 

Ｅ‐mail:wrestling@japan‐sports.or.jp
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