「明治杯」
平成３１年度全日本選抜レスリング選手権大会
【明治杯（本選）有資格者について】
有資格者は、平成 30 年度「天皇杯」全日本レスリング選手権大会の成績により、男子レス
リングは１位～８位、女子レスリングは１位～４位の選手となります。該当者は、別紙、
本選用参加申込書（有資格者用）に記入の上、平成３１年４月２２日（月）まで（必着）
に、（公財）日本レスリング協会「明治杯」全日本選抜選手権大会実行委員会あてに郵送す
ること。

（注）階級を変更する選手は、明治杯予選会に参加しなければならない。

【郵送先】
（〒）１５０－８０５０
東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
（公財）日本レスリング協会

「明治杯（本選）
」大会実行委員会 あて

【明治杯予選会要項】
主

催：公益財団法人日本レスリング協会

主

管：
「明治杯」平成３１年度全日本選抜レスリング選手権大会実行委員会

特別協賛：株式会社明治
日

程：平成３１年５月２６日（日）
：受付は８時から９時（味の素 NTC：１階研修室４）
０９：００－０９：３０

メディカル、計量・抽選（本人が抽選を行う）

０９：３０－１０：００

監督会議（競技上の諸注意等について）

１２：００－

競技開始予定

会

場：味の素ナショナルトレーニングセンター（Ｂ１、レスリング道場）

内

容

１．ルール：世界レスリング連盟（ＵＷＷ）ルールで行う。
（１）一部、
（公財）日本レスリング協会ルールを適用する。
（２）トーナメント方式で実施する。
（３）参加人数は有資格者を含め、各スタイル・階級ともに１２名を基準とする。
１２名が決定した時点で、それ以降の試合は行わない。
（１）

２．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
３．階

級 （赤字は、オリンピック階級）

＜男子フリースタイル＞
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＞
50～55 ㎏・60 ㎏・63 ㎏・67 ㎏・72 ㎏・77 ㎏・82 ㎏・87 ㎏・97 ㎏・97～130 ㎏
＜女子フリースタイル＞
44～50 ㎏・53 ㎏・55 ㎏・57 ㎏・59 ㎏・62 ㎏・65 ㎏・68 ㎏・72 ㎏・72～76 ㎏
４．参加資格
（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、スポーツ傷害保険に必ず加入していること。未加入の者は参加できません。
（２）男子レスリングは、参加資格のスタイルを同一とし、原則、階級変更は認めない。
但し、2017 年・2018 年「天皇杯」と 2018 年「明治杯」の３位以内の者及び高校生
は階級変更を認める。また、オリンピックメダリストの者は、特別に推薦を認める。
（３）女子レスリングは、原則、階級変更は認めない。但し、2017 年・2018 年「天皇杯」
と 2018 年「明治杯」の３位以内の者及び高校生は階級変更を認める。また、オリン
ピックメダリストの者は、特別に推薦を認める。
（４）男子・女子ともに、平成３１年（今年）に１８歳以上であること。
（該当者以外は認
めない）なお、１８歳の者は、保護者の同意と医師の診断書の提出が必要となりま
す。（統一の診断書を日本協会ＨＰに載せますので、診断医療機関の印鑑を必ず押印
してもらうこと）
（注）診断書の提出がない場合には、参加できませんのでご注意ください。
（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有資格大会
①平成 29 年度

天皇杯全日本選手権大会

１位～５位
（ベスト８）

②平成 30 年度

天皇杯全日本選手権大会

１位～８位
（ベスト８）

③平成 30 年度

明治杯全日本選抜選手権大会

１位～５位
（ベスト８）

（２）

④平成 30 年度 国民体育大会（成年）

１位～３位

⑤平成 30 年度 全日本学生選手権大会（インカレ）

１位～３位

⑥平成 30 年度 全日本大学選手権大会（内閣杯）

１位～３位

⑦平成 30 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

⑧平成 30 年度 東日本学生新人戦（春季・秋季）

１位

⑨平成 30 年度 全日本社会人選手権大会

１位～３位

⑩平成 30 年度 JOC 杯全日本ジュニア選手権大会（ジュニアの部）

１位

⑪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

⑫平成 29 年度 全国高校選抜大会

１位

⑬平成 30 年度 全国高校選抜大会

１位

⑭平成 30 年度 インターハイ・国民体育大会（少年）

１位

⑮平成 30 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

⑯平成 30 年度 西日本学生選手権大会・西日本学生新人戦

１位

⑰平成 30 年度 全国社会人オープン選手権大会

１位

⑱平成 30 年度 東日本選手権大会（春・秋）

１位

⑲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有資格大会
①平成 29 年度

天皇杯全日本選手権大会

１位～５位（ベスト８）

②平成 30 年度

天皇杯全日本選手権大会

１位～８位（ベスト８）

③平成 30 年度

明治杯全日本選抜選手権大会

１位～５位（ベスト８）

④平成 30 年度 ジュニアクイーンズカップ（ジュニアの部）

１位・２位

⑤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
⑥平成 30 年度 JOC 杯全日本ジュニア選手権大会（ジュニアの部） １位・２位
⑦平成 30 年度 全日本学生選手権大会（インカレ）

１位・２位

⑧平成 30 年度 全日本社会人選手権大会

１位・２位

⑨平成 30 年度 インターハイ

１位・２位

⑩平成 30 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

⑪平成 30 年度 国民体育大会（女子の部）

１位～３位

⑫オリンピックでメダリストの者は、特別に推薦を認める。
５．申込み
（１）予選会参加資格者は、別紙、「予選会参加申込書（有資格者用）
」必要事項を記入の
うえ申込むこと。なお、申込み後のスタイル・階級の変更は認めない。
（３）

（２）参加資格はないが、オリンピックでメダリストの者は、別紙、「予選会参加申込書
（特別推薦用）
」に必要事項を記入のうえ申込むこと。なお、申込み後のスタイル・
階級の変更は認めない。
（３）参加する選手は、参加申込書と参加料４,０００円を同封の上、「現金書留」にて
郵送のこと。
【郵送先】
（〒）１５０－８０５０
東京都渋谷区神南１－１－１

岸記念体育会館内

（公財）日本レスリング協会 「明治杯」大会実行委員会
TEＬ：０３－３４８１－２３５４

あて

ＦＡＸ：０３－３４８１－２３５６

６．締切日
・平成３１年４月２２日（月）必着のこと。
但し、平成 31 年度 JOC 杯全日本ジュニア選手権大会（１位）の参加者は、参加申
込書を平成３１年４月３０日（火）までに、ＦＡＸにて申込むこと。
なお、原本は、早めに、参加料を同封の上、
「現金書留」にて郵送のこと。
７．大会のセコンド（コーチ）登録について
（１）味の素ナショナルトレーニングセンターは、事前登録が必要となるため、
「参加申込
書（〇〇用）」の下段に枠を設けておりますので、名前と所属を記入してください。
なお、記入がない場合には、入館できませんのでご注意ください。
（２）セコンド（コーチ）登録は、所属関係者とします。
（３）選手１名に対し、セコンド（コーチ）は２名以内とする。
８．選手・役員の登録について
・参加選手及び役員（監督・コーチ等）は、平成３１年度の登録を早めに済ませてお
くこと。
（登録の手続きは、主催者ホームページでご確認ください）
なお、登録を済ませていない参加選手及び役員（監督・コーチ等）は、平成 30 年度
の登録証を必ず持参して下さい。（登録のない者は、参加できません）
９．その他
（１）受付は、味の素ＮＴＣ１階「研修室４」に設けますので、必ず受付をしてください。
（４）

（２）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。
＊スポーツ傷害保険の未加入の選手は、参加できません。
（３）所属長は、必ず監督会議に参加すること。
（４）登録について、当日、登録証を忘れた場合は、仮登録の発行料として、1,000 円を
徴収します。
（５）計量時に、
（公財）日本レスリング協会の登録証を提示すること。
なお、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。
（６）個人情報の取扱いについては、「明治杯」全日本選抜レスリング選手権大会に関する
目的及びレスリングに関する以外には使用しません。
（７）変更があった場合には、主催者の公式ホームページ上に掲載します。
＊ 主催者ホームページ

http://www.japan-wrestling.jp

（８）
「明治杯（本選）
」の大会要項は、後日、主催者の公式ホームページに掲載します。

＜申込み問い合わせ＞
(公財)日本レスリング協会

「明治杯」全日本選抜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
ＴＥＬ ０３－３４８１－２３５４
ＦＡＸ ０３－３４８１－２３５６
Ｅ‐mail:wrestling@japan‐sports.or.jp

（５）

岸記念体育会館内

