
令和 4（2022）年 9 月 15 日 

関係者各位 

西日本学生レスリング連盟 

会長 吉武 行寛 

 

令和 4 年（2022）年度西日本学生レスリング選手権大会・ 

女子選手権大会＆アルキメデス大会要項 

 

記 

 

主催： 西日本学生レスリング連盟 

後援： 泉佐野市、泉佐野市教育委員会（申請中） 

会期： 令和 4（2022）年 10 月 13 日（木）～10 月 16 日（日） 

会場： J:COM 末広体育館（市民総合体育館）  

〒598-0032 泉佐野市新安松 1-1-22（含む計量会場） 

 

１．大会スケジュール 

10 月 13 日（木） 女子・表彰式 

10 月 14 日（金） 男子グレコローマンスタイル・表彰式 

10 月 15 日（土） アルキメデス大会・表彰式 

男子フリースタイル（1 回戦～） 

10 月 16 日（日） 男子フリースタイル（～決勝）・表彰式 

 

２．エントリーについて 

女子 出場制限なし 

アルキメデス 大学からレスリングを始めた者（男子のみ：選手権両スタイルへの参加

も可能）    ※その他連盟が認めた者 

男子 出場制限なし（両スタイル参加可能） 

 

３．カテゴリー及び計量について 

カテゴリー スタイル 階級（㎏）  

女子 フリースタイル 50,53,55,57,59,62,65,68,72,76 10 階級 

アルキメデス フリースタイル（男子のみ） 57,61,65,70,74,79，+86 7 階級 

男子 
グレコローマンスタイル 55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 10 階級 

フリースタイル 57,61,65,70,74,79,86,92,97,125 10 階級 

※必要体重について：登録した階級に出場するためには、1階級下の体重が必要です。 

 ※アルキメデスについては、エントリー状況により判断する場合があります。 

 

４．競技日程について 

10 月 13 日（木） 開場・受付・検温 13：30 

女子：メディカルチェック・計量 13：45 

会場設営 14：15 

女子：試合開始・表彰式 16：00 



10 月 14 日（金） 開場・受付・検温 8：45 

男子グレコ：メディカルチェック・計量 9：00 

男子グレコ：試合開始 11：30 

男子グレコ：表彰式 全試合終了後 

10 月 15 日（土） 開場・受付・検温 8：45 

男子フリー：メディカルチェック・計量 

アルキメデス：メディカルチェック・計量 

9：00 

アルキメデス：試合開始 11：30 

アルキメデス：表彰式 全試合終了後 

男子フリー：試合開始 当日案内 

10 月 16 日（日） 開場・受付・検温 8：45 

男子フリー：計量 9：00 

男子フリー：試合開始 11：00 

表彰式／閉会式 全試合終了後 

（１）10/13（木）、会場設営は必ず全大学（事前準備対応大学除く）参加して下さい。 

（２）女子選手権の補助員については、各大学へ担当割をします。 

（３）10/14（金）、10/15（土）の試合開始前に、審判講習を行う予定です。 

（４）本大会は、開会式を行わず「試合開始の合図」をもって「開会の宣言」とします。 

 

５．試合方法について 

（１）UWW ルール（一部西学連ルール）による個人戦。ただし単純トーナメント制で実施

します。 

（２）トーナメントの作成はコンピューターで事前に実施し、最初の対戦相手が同一大学

の対戦とならないように（可能な限り）配慮します。 

（３）アルキメデス大会については、申込状況によって試合階級・組合せ・試合方法を決

定する場合があります（エントリーした上あるいは下の階級で組合せを行う場合が

あります。ご了承下さい。）。 

 

６．受付、メディカルチェック、計量について 

 （１）計量は試合会場のみで行います 

（２）メディカルチェック（受付）を受けていない選手は計量できません。 

（３）メディカルチェック及び計量は学生証で行います。学生証不所持の場合は、身分証

明書を提示の上、所属代表者立会いのもと計量を行います。 

（４）計量は各スタイルリミットとします。 

 

７．申込方法 

下記 URL をアドレスバーに入力して申込を行ってください（申込詳細については申込

HP にあります）。締切後の階級変更やスタイル変更などはできません。 

 スタイル Google 申込フォーム（URL） 

女子 https://forms.gle/vZuq5jwfZJGyBXEaA 

男子グレコ https://forms.gle/kQaVc87PYK5bBAS87 

男子フリー https://forms.gle/5piheDgVhuSeQpWK9 

アルキメデス https://forms.gle/Nk9gRLdBXbVadymz9 

 



８．申込期間：2022 年 9 月 19 日（月）～2022 年 9 月 29 日（木） 

 

９．シード権について 

（１）男子グレコローマンスタイル及び男子フリースタイルは、昨年度同スタイル同階級

で１位～３位の入賞者はシード致します。 

 （２）女子、アルキメデス大会のシード権はありません。 

 

10．参加費について 

スタイル 参加費 

女子 3,500 円 

男子グレコ 3,500 円 

男子フリー 3,500 円 

アルキメデス 1,000 円 

 

各大学、各競技参加者を取りまとめて、「大学名+振込責任者名」で以下へ振込んで下さい。 

三菱ＵＦＪ銀行（0005） 中もず支店（456） 普通 0299918 

西日本学生レスリング連盟  会計 比与森 正志 
（ニシニホンガクセイレスリングレンメイ カイケイ ヒヨモリ マサシ） 

 

※振込前に必ず申込スタイルの参加費、各スタタイル参加人数、合計金額を確認の上振り

込みをして下さい（振込金間違いが多く発生しています。ご留意下さい） 

 

11．振込期間：2022 年 9 月 19 日（月）～2022 年 9 月 29 日（木）  

 ※振り込み後の返金は致しませんのでご了承下さい。 

 

12．協会・学連追加登録について 

（１）新規入部員で西日本学連に未登録の部員は、10 月 12 日（木）の設営・計量日に

追加登録用紙を提出してください（監督・主将印鑑必要です） 

（２）新規新入部員で日本協会未登録の部員は、今大会申込締切日までに各自で

協会登録をして下さい。 

    詳細は協会 HP（https://www.japan-wrestling.jp/）でご確認下さい。 

2022.8.25 「お知らせ」令和 4 年度・選手登録追加のご案内 

 

13．新型コロナウイルス感染防止対策として、以下の対応をお願いします。 

（１）選手、指導者、役員、運営に関わる方 

①「レスリング体調記録と健康管理」（入館予定日の前日を含む 7日間分）を

Google フォームへ入力し当日受付へ提示して下さい。 

②入館当日は、「レスリング体調記録と健康管理（入館当日用）」を Google フォ

ームへ入力し当日受付へ提示して下さい。 

 ※当日あるいは後日連盟から再度提示（提出）を求められる場合があります。 

※①、②への入力ができない方は所定の書式に記入し受付へ提出して下さい。 

 ※体温が 37.5 度を超える場合は入館できません。また、体調不良の場合は入館

をご遠慮下さい。 

③入館者は、参加証明カードを必ず携行してください 

・名刺サイズの参加証明カードを配布予定 



・吊り下げ式の、ネームフォルダを各自で購入して持参してください。 

（２）大学新聞社、保護者、ＯＢ／ＯＧ、視察について（詳細は協会ホームページ掲載

予定）  

 ①「レスリング体調記録と健康管理」（入館予定日の前日を含む 7 日間分）を

Google フォームへ入力し当日受付へ提示して下さい。 

②入館当日は、「レスリング体調記録と健康管理（入館当日用）」を Google フ

ォームへ入力し当日受付へ提示して下さい。 

 ※当日あるいは後日連盟から再度提示（提出）を求められる場合があります。 

※①、②への入力ができない方は所定の書式に記入し受付へ提出して下さい。 

 ※体温が 37.5 度を超える場合は入館できません。また、体調不良の場合は入館

をご遠慮下さい。 

③入館者は、参加証明カードを必ず携行してください 

・名刺サイズの参加証明カードを配布予定 

・吊り下げ式の、ネームフォルダを各自で購入して持参してください。 

 

14．その他 

（１）学生選手権大会及びアルキメデス大会は、動画配信を予定しています（女子の配

信はありません）。サイトは協会 HP に掲載予定）。配信は専門業者が行うわけで

はありません。体育館への電話や配信に対してのクレームはお控え下さい。保護者

やＯＢＯＧの方へも申し伝えをお願い致します。 

（２）当大会は主催者として賠償責任保険に加入しています。この保険は事故発生に際

し、主催者に責任が有る場合に対応するための保険です。 

※新型コロナウイルス感染症の感染には対応していません。 

（３）参加者は健康保険証を持参して下さい。主催者は応急手当を行うが以後の責任

は負いません。また、各大学にてスポーツ安全協会等の保険に加入して下さい。

追加登録の部員も含めて必ず加入したうえでエントリーしてください。 

（４）試合の際には、所属名の記載がある赤・青のシングレットを必ず使用してくだ

さい（JAPAN 等の日の丸のついたシングレットは使用できません）。 

（５）表彰式には各大学のユニフォームを着用して下さい（短パンは認めませんので

ご留意下さい）。 

（６）組合せ確定後、日本レスリング協会ホームページに掲載します。 

（７）大会期間中の学生審判員・補助員を学連の指示に従い参加させてください。 

（８）新型コロナウイルス感染の感染拡大防止に関して連盟からのお願い事項に関し

てご協力をお願いします。本大会の参加後に新型コロナウイルス感染症に罹患し

た場合において、当連盟は何ら責任を負わないことを予め承諾したものとみなし

ます。 

（９）利用施設は本大会の参加後に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合におい

て、何ら責任を負わないことを予め承諾したものとみなします。 

以 上  

 


