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令和４年度 

「天皇杯」全日本レスリング選手権大会について 

― 2023年世界レスリング選手権大会日本代表選考会 ― 
 

【重要事項】 
 

―新型コロナウイルス感染症対策― 

 

はじめに、本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、スポーツイベントの再開に向け

たガイドラインを遵守する。 

また、一般観客者については、全日程を有料（チケット等の販売）で入場の制限を行う。 

（注）今後の感染状況によっては、本大会の見直し等を行うこともある。 
 

■主な感染症対策 

 

１．大会規模を縮小しての開催となります。 

 

２．３密（密閉、密集、密接）を避ける大会運営で行います。 

 

３．一般観客の皆様は、入場規制を行います。 

 

４．入館登録された方は、「レスリング健康チェックシート」を入館日前の14日間から正確に記入し

ていただきます。また、入館最終日の翌日から14日間も正確に記入していただきます。 

 

５．入館登録された方は、入館に際し「ⅠＤカード」が必要となります。 

また、入館日前の14日間の「レスリング健康チェックシート」及び「当日の健康チェック表」は、

必ず受付時に提出してください。引換えにⅠＤカードをお渡しします。 

 

６．入館前・後14日以内に新型コロナウイルスへの感染判明又は、感染が疑われる場合には、 

「レスリング健康チェックシート」の提出及び濃厚接触者の有無について、(公財)日本レスリン

グ協会に速やかに報告ください。  

 

７．受付時に検温を実施します。37.5度以上の場合は、原則入館できません。 

 

８．マスクの正しい着用と手・指等の消毒の徹底をお願いします。 

 

９．会話は控えめにお願いします。（大声での応援・会話等は禁止とします） 

 

10．皆様の安心・安全を守るため必要に応じてお願いをすることがあります。 

 

◆今後の政府の方針により変更することがあります。 

■入場規制及びその他詳細につきましては、後日、日本協会ＨＰに掲載してお知らせします。 
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令和４年度 

「天皇杯」全日本レスリング選手権大会について 

― 2023年世界レスリング選手権大会日本代表選考会 ― 
 

 

主 催 公益財団法人 日本レスリング協会 
 
協 賛 ㈱明治  ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 

   アシックスジャパン㈱  (一財)東京スポーツ新聞格技振興財団  日本航空㈱ 

西川㈱  サントリービバレッジソリューション㈱  ㈱佐藤企業   フォーデイズ㈱ 

㈱ダスキン ALSOK  クリナップ㈱  ㈱ペスカリッチ  ㈱ライジング  ㈱小泉 

辻・本郷 税理士法人   ㈱キッツ   昭和産業㈱  ㈱ファクトリージャパングループ 

㈱カミチクホールディングス  ㈱ビースマイルプロジェクト   富士電機㈱  

ココロカ㈱    富士器業㈱   フェニックスビジネス㈱   ライトキャピタル㈱ 

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱   
 
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  

日本格闘競技連盟  全日本マスターズレスリング連盟 
 
期 日 令和４年12月22日（木） ～ 12月25日（日） 
 
会 場 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館  
 
内 容 
 
１．ルール  

世界レスリング連合（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）オリンピック階級は２日間で行う。（敗者復活戦は行うが、３-４位決定戦は行わない） 

  ・7名以下の階級は「ノルディック方式」を採用する。 

   ＊４名～７名の階級は２日間、３名以下の階級は１日とする。 

（３）非オリンピック階級は１日で行う。（敗者復活戦は行うが、３-４位決定戦は行わない） 

・７名以下の階級は「ノルディック方式」を採用する。 

（４）各階級参加選手数は原則16名までとする。 

（５）シード選手を設けるが、抽選後にシードを確定した後は、繰り上げは行わない。 

（６）セコンド(２名以内)は、令和４年度日本協会登録者であること。 

（７）組合せ抽選は、各日メディカルチェック・計量時に選手が行う。 
 
２．出場する選手・審判及び入館登録者について 

試合前の７日間に発熱や体調不良があった場合及び新型コロナウイルスに感染または、感染の疑い

がある場合や濃厚接触(疑似濃厚接触者を含む)の疑いが考えられる場合等は入場できない。 

なお、保健所及び上記診断を受けた医療機関にて治癒または隔離解除の許可を受けた場合は除くが、

メディカルチェック時に証明書を必ず提出のこと。 
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３．代表選手選考会 

（１）2023年シニア世界選手権大会の代表選考会とする。 

（２）アジア大会及びその他の国際大会については、「2023年度各選手権大会代表選考について」

を参照のこと。 
 
４．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 
 
５．階 級 （赤字はオリンピック階級） 

 
＜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㎏ 
 

６．着衣規定 

（１）ＵＷＷルールの通りとする。 

（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すること。 
 
７．日 程（予定） 

【12月21日（水）】（会場設営） 

 

― 開場は４日間とも、07時00分予定（選手・監督等サービスヤード） ― 
 

【12月22日（木）】 

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： 

07：30～08：00  Ⅰメディカルチェック、計量 

09：30～       開会宣言 

予備戦から準決勝、敗者復活戦・順位決定戦、決勝／表彰 
 

【12月23日（金）～12月24日（土）】 

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： 

07：30～07：45   Ⅱ第2計量 

07：45～08：15   Ⅰメディカルチェック、計量 

09：30～      予備戦から準決勝、敗者復活戦・順位決定戦、決勝／表彰 
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【12月25日（日）】 

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： 

07：30～07：45  Ⅱ第２計量 

07：45～08：15  Ⅰメディカルチェック、計量 

09：30～      予備戦から準決勝、敗者復活戦、順位決定戦、決勝／表彰 

「天皇杯」返還、年間表彰、ペアレント賞等の表彰。 

決 勝／表 彰 

「天皇杯」最優秀選手賞、３スタイル優秀選手賞、閉会宣言 
 

※ 進行により試合等の時間を変更する場合がある。 
 
８．参加資格 

（１）日本国籍を有し、(公財)日本レスリング協会の令和４年度選手登録者で、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。 

  また、引率者は、選手等のすべてに対して責任を負うものとする。 

＊計量時に、(公財)日本レスリング協会の会員証または、スマートフォンでの会員証の提示

が必要となる。 

＊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ない。 

（２）男子・女子ともに、令和５年(2023年)に18歳以上であること。（該当者以外は認めない） 

【参加申込み資格】 

（１）３スタイルの選手選考方法(優先順位)に該当する選手のみが申込みをすることができる。 

（２）３スタイルとも参加申込み資格のスタイルは同一とし、階級変更を認める。選考方法におい

て大会と順位が同じ場合は、同階級、上の階級、下の階級の順に優先とする。 

【選手選考方法】  

（1）男子フリースタイルの選手選考方法について、下記を優先順位とする。 
①2022シニア世界選手権大会代表選手  

②2022年明治杯全日本選抜選手権大会 １位 

③東京オリンピック代表選手 

④2021年天皇杯全日本選手権大会  １位  

⑤2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ２位 

⑥2021年天皇杯全日本選手権大会  ２位  

⑦2022年明治杯全日本選抜選手権大会  ３位 

⑧2021年天皇杯全日本選手権大会 ３位 

⑨2022年明治杯全日本選抜選手権大会   ４位  

⑩2021年天皇杯全日本選手権大会 ４位 

⑪2022年国民体育大会（成年の部）  １位 

⑫2022年国民体育大会（成年の部） ２位 

⑬2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ５位  

⑭ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  １位  

イ．2022年全日本大学選手権大会（内閣杯）  １位  

ウ．2022年全日本社会人選手権大会  １位  

エ．2022年国民体育大会（成年の部） ３位  

⑮2022年Ｕ20世界選手権大会  １位〜３位 

⑯ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ２位  

イ．2022年全日本大学選手権大会 （内閣杯） 

Naikakuhai  
２位  
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ウ．2022年全日本社会人選手権大会  ２位  

⑰ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ３位  

イ．2022年全日本大学選手権大会 （内閣杯） ３位  

ウ．2022年全日本社会人選手権大会  ３位  

⑱2022年ＪＯＣ杯全日本ジュニア選手権大会（Ｕ20の部） １位  

⑲2022年全国社会人オープン選手権大会  １位  

⑳ア．2022年東日本学生選手権大会 １位 

イ．2022年西日本学生選手権大会 １位  

ウ．2022年東日本学生選手権・新人戦 １位 

エ．2022年西日本学生選手権・新人戦 １位 

㉑ア．2022年全国高校総合体育大会（インターハイ）  １位  

イ．2022年風間杯全国高校選抜大会  １位  

ウ．2022年国民体育大会（少年の部）  １位  

㉒2022年全国社会人オープン選手権大会 ２位～３位 

※同順位の場合は、男子フリースタイル強化委員会が過去の実績より優先順位を明確にし、選考する。 
 

（２）男子グレコローマンスタイルの選手選考方法について、下記を優先順位とする。 
 

①2022シニア世界選手権大会代表選手  

②2022年明治杯全日本選抜選手権大会 １位 

③東京オリンピック代表選手 

④2021年天皇杯全日本選手権大会  １位  

⑤2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ２位 

⑥2021年天皇杯全日本選手権大会  ２位  

⑦2022年明治杯全日本選抜選手権大会  ３位 

⑧2021年天皇杯全日本選手権大会 ３位 

⑨2022年明治杯全日本選抜選手権大会   ４位  

⑩2021年天皇杯全日本選手権大会 ４位 

⑪2022年国民体育大会（成年の部）  １位 

⑫2022年国民体育大会（成年の部） ２位 

⑬2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ５位  

⑭ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  １位  

イ．2022年全日本大学グレコ選手権大会（文部科学大臣杯）  １位  

ウ．2022年全日本社会人選手権大会  １位  

エ．2022年国民体育大会（成年の部） ３位  

⑮2022年Ｕ20世界選手権大会  １位〜３位 

⑯ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ２位  

イ．2022年全日本大学グレコ選手権大会 （文部科学大臣杯） ２位  

ウ．2022年全日本社会人選手権大会  ２位  

⑰ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ３位  

イ．2022年全日本大学グレコ選手権大会 （文部科学大臣杯） ３位  

ウ．2022年全日本社会人選手権大会  ３位  

⑱2022年ＪＯＣ杯全日本ジュニア選手権大会（Ｕ20の部） １位 

⑲2022年全国社会人オープン選手権大会  １位 

⑳ア．2022年東日本学生選手権大会 １位 

イ．2022年西日本学生選手権大会 １位  

ウ．2022年東日本学生選手権・新人戦 １位 

エ．2022年西日本学生選手権・新人戦 １位 

㉑ア．2022年高校グレコローマン選手権大会 １位  

イ．2022年国民体育大会（少年の部）  １位  

㉒2022年全国社会人オープン選手権大会   ２位～３位 

※同順位の場合は、男子グレコローマンスタイル強化委員会が過去の実績より優先順位を明確にし、 

選考する。 
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（３）女子フリースタイルの選手選考方法について、下記を優先順位とする。 
①2022シニア世界選手権大会代表選手 

②2022年明治杯全日本選抜選手権大会 １位 

③東京オリンピック代表選手 

④2021年天皇杯全日本選手権大会  １位  

⑤2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ２位 

⑥2021年天皇杯全日本選手権大会  ２位  

⑦2022年明治杯全日本選抜選手権大会  ３位 

⑧2021年天皇杯全日本選手権大会 ３位 

⑨2022年明治杯全日本選抜選手権大会    ４位  

⑩2021年天皇杯全日本選手権大会 ４位 

⑪2022年国民体育大会（成年の部）  １位 

⑫2022年国民体育大会（成年の部） ２位 

⑬2022年明治杯全日本選抜選手権大会 ５位  

⑭ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  １位  

イ．2022年全日本社会人選手権大会  １位  

ウ．2022年全日本女子オープン選手権大会（シニアの部）  １位  

エ．2022年国民体育大会（成年の部）  ３位 

⑯2022年U20世界選手権大会  １位〜３位  

⑰ア．2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ２位  

イ．2022年全日本社会人選手権大会  ２位  

ウ．2022年全日本女子オープン選手権大会（シニアの部）  ２位  

⑱2022年ＪＯＣ杯ジュニアクイーンズカップ（Ｕ20の部）  １位  

⑲ア．2022年東日本学生選手権大会 １位 

イ．2022年西日本学生選手権大会 １位 

⑳2022年全国高校総合体育大会（インターハイ）  １位  

㉑2022年明治杯全日本選手権大会  ６位～８位  

㉒2021年天皇杯全日本選手権大会  ５位 

㉓2022年国民体育大会（女子の部）  ３位  

㉔2022年全日本学生選手権大会（インカレ）  ３位  

㉕2022年全日本社会人選手権大会  ３位  

㉖2022年全日本女子オープン選手権大会（シニアの部）  ３位  

㉗2022年ＪＯＣジュニアクイーンズカップ（Ｕ20の部）  ２位  

㉘2022年全国高校総合体育大会（インターハイ）  ２位  

㉙2022年ＪＯＣジュニアクイーンズカップ（Ｕ20の部）  ３位  

㉚2022年全国高校総合体育大会（インターハイ）  ３位  

㉛2022年Ｕ17世界選手権大会 １位 

※同順位の場合は、女子フリースタイル強化委員会が過去の実績より優先順位を明確にし、選考する。 
 
９．入館登録について（登録フォームは、日本協会ＨＰに掲載する） 

（１）入館登録を行う者(監督、コーチ、パートナー、トレーナー等含む)は、日本協会登録者及び

所属関係者であること。 

（２）入館登録者(日付毎の登録となる)は、 

①選手１名参加の場合：４名以内とする。 

②選手２～３名参加の場合：5名以内とする。 

③選手４～５名参加の場合：８名以内とする。 

④選手６名以上参加の場合：10名以内とする。 

＊出場選手には、４日間有効のＩＤを渡す。 

＊セコンド(２名以内)は、令和４年度日本協会登録者であること。 
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【重要事項】 

令和７年度の「天皇杯」全日本選手権大会より監督及びコーチは、公益財団法人日本スポーツ協会

公認スポーツ指導者制度に基づく、公認レスリングコーチ１、公認レスリングコーチ２、 

公認レスリングコーチ３、公認レスリングコーチ４のいずれかの資格保有が求められる。 

＊指導者育成委員会において、講習会を段階的に進めるので、資格の取得に努めること。 
 
10．参加申込み方法   ※添付資料「参加申込手順書」を参照のこと。 

（１）「参加申込み有資格者」は、会員登録と同様にネットから期日までに申込むこと。 

「イ－・モシコム」からログインし必要事項を入力の上、 

令和４年11月21日(月)10時00分から令和４年11月30日(水) 23時59分までに申込むこと。 

（参加料は、出場が決定した後に納付すること） 

■参加申込み ＵＲＬ：https://moshicom.com/h/2rw037lvewu8ocs4kosk0800w/ 

■参加申込期間：令和４年11月21日(月)10時から令和４年11月30日(水) 23時59分まで 

 
11．参加料納付方法（後日、協会ＨＰに掲載する） 

■参加料は、出場が確定した後に納付すること。（出場確定選手は日本協会ＨＰに掲載する） 

※添付資料「参加納付手順書」を参照。 

（１）参加料 5,000円 

「イ－・モシコム」からログインし、指定された期間内に以下「決済方法」で納付すること。 

令和４年12月3日(土)から令和４年12月6日(火) 23時59分までの予定。 

納付がない場合は、申込みは取消されるので注意すること。 
 

■納付申込み URL：https://moshicom.com/h/45a5g9xk31q88go4ogsokk84k/ 

■納付期間：令和４年12月3日(土)10時から令和４年12月6日(火) 23時59分までの予定＞ 

＊参加選手確定後は、如何なる理由があっても参加料の未納は認めません。 
 

（決済方法） 

１．コンビニ（セブンイレブン、ローソン） 

２．クレジット（JCB、VISA、Mastercard、American Express） 

３．Amazon Pay 

４．PayPal 
 

■申込み手順や操作等で不明な点は、次の窓口まで問合せすること。 

＜問合せ先＞ 株式会社アールビーズ・モシコム事務局 https://moshicom.com/contact/ 

※モシコム事務局から指定の電話番号、メールアドレスに連絡する。 
 
12．書類の提出（以下の書類は、出場選手確定後、提出日等を日本協会ＨＰに掲載する） 

（１）「レスリング健康チェックシート」・「当日チェックシート」を入場時に受付に提出のこと。 

（２）男女とも、令和５年(2023年)に18歳になる選手は、「診断書(書式２)」と「18歳未満の参加に

伴う同意書(書式３)」を添えて申込むこと。 

（３）過去１年以内に脳震盪、過呼吸等の診断を受けた者は、診断書(出場証明)を必ず提出するこ

と。 

＊診断書(書式２)には「診断医療機関の印鑑」を必ず押印してもらうこと。 

 

【（１）・（２）の書類提出がない場合には、出場ができないので注意すること。】 
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13．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。 
 
14．資 格 

 ・男子レスリング・女子レスリングともに、１位から３位の者に、令和５年度「明治杯」全日本選抜

選手権大会の出場資格を与える。 
 
15．アンチ・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。 

次の（２）項、令和４年(2022年)のアンチ・ドーピング学習システムeラーニング「FAIR PRIDE」

あるいは、世界アンチ・ドーピング機構（ＷＡＤＡ）が提供するアスリート向けアンチ・ドーピング

学習システムeラーニング「ＡＤＥＬ」を受講して修了証を受付時に提示すること。  

＊未受講の場合は本大会には出場できない。 

【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・コントロール対象の大会で

ある。 

（２）事前に公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が提供するアスリート向け 

   アンチ・ドーピング学習システムeラーニング「FAIR PRIDE」 

（https://elearning-fairpride-entry.etudes.jp/entry）あるいは、世界アンチ・ドーピング機構  

（ＷＡＤＡ）が提供するアスリート向けアンチ・ドーピング学習システムeラーニング   

「ＡＤＥＬ」を受講して修了証を取得すること。 

（３）本競技会参加者(18歳未満の競技者を含む。以下同じ)は、競技会にエントリーした時点で日

本アンチ・ドーピング規程に従い、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。 

18歳未満の競技者については、本競技会への参加により親権者の同意を得たものとみなす。 

（４）本競技会に参加する18歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯する

こと。 

親権者の同意書フォームは、JADAのウェブサイトからダウンロードできる。 

18歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同

意書を担当検査員に提出すること。   

( https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html ) 

なお、親権者の同意書の提出は18歳未満時に１回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピ

ング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し出る

こと。 

ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後７日以内にJADA

事務局へ郵送にて提出すること。親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング・

コントロール手続に一切影響がないものとする。 

（５）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。 
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（６）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。 

（７）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にて確認すること。 

（https://www.playtruejapan.org） 
 
16．朝食について 

（１）所属でパッケージのものを用意し、飲食は、観覧席のみとする。 

（２）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。（厳禁） 
 
17．その他 

（１）出場選手は、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ない。 

（２）変更事項があった場合は、日本レスリング協会の公式ホームページ上に掲載する。 

日本レスリング協会公式ホームページ http://www.japan-wrestling.jp 

（３）出場選手の所属代表者は、監督会議（後日、Ｗｅｂでの開催予定）に必ず出席すること。 

（４）計量時に、(公財)日本レスリング協会の会員証または、スマートフォンでの会員証の提示が

必要となる。 

（５）シード選手は、計量時に発表する。 

（６）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。 

（７）個人情報の取り扱いについては、令和４年度「天皇杯」全日本レスリング選手権大会におけ

る事務目的及びレスリング競技の普及・強化事業の関係以外には使用しない。 

 

 

【申込問合せ】 
 

(公財)日本レスリング協会 「天皇杯」全日本レスリング選手権大会実行委員会 

住所：〒150-8050 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2  Japan Sport Olympic Square 1004 

tel： 03-5843-0358  fax : 03-5843-0359 

Ｅ-mail：wrestling@japan-sports.or.jp  

 


