「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会」
平成３１年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
【大

会 要 項】

主

催

公益財団法人日本レスリング協会

共

催

NPO 法人全国少年少女レスリング連盟

主

管

ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会実行委員会

協

賛

（株）明治

（株）ドン・キホーテ

日本航空（株）

全日本女子レスリング連盟

アシックスジャパン（株）

（株）ジャパンビバレッジホールディングス

（一財）東京スポーツ新聞格技振興財団
（株）ペスカリッチ

（株）ライジング

期

日

平成３１年４月２日（火）・３日（水）

会

場

駒沢オリンピック公園総合運動場
（住

西川産業（株）
（株）佐藤企業

体育館

所）東京都世田谷区駒沢公園 1－1

（交通機関）東急田園都市線「駒沢大学」駅下車 徒歩２０分
出場資格

（1）小学生の部及び新中学 1 年生は、平成 30 年度 NPO 法人全国少年少女レスリング連盟
にクラブ登録及び選手登録している者。
（2）中学生・カデット・ジュニアの部は、日本国籍を有し、平成 30 年度（公財）日本レス
リング協会に登録をしている者。
（新中学 1 年生は（1）項に準じる）
（3）１８歳以下で出場する選手は、所属責任者と保護者の承諾を有する。
（4）健康診断を受け、健康を証明された女子とする。
（5）平成 31 年度スポーツ安全保険に加入すること。未加入の場合は、参加はできません。

試合方法

（1）小学生の部は、トーナメント方式とし 3 位決定戦は行わない。
但し、出場者 3 名の階級はリーグ戦とする。
（2）中学生・カデット・ジュニアの部は、UWW ルール及び一部（公財）日本レスリング
協会ルールを適用する。但し、トーナメント方式で実施し敗者復活戦は行わない。
なお、出場者 5 名以下の階級はノルディック方式（２日間）を採用する。
（3）出場者 1 名の階級は、所属責任者の承諾と体重差を考慮の上、他の階級と参考試合を
行う事もある。
（4）シード選手は、中学生・カデット・ジュニアの部ともに、上位 2 名までとする。

(1)

競技規定
小学生の部

２０１９年４月からの新学年を適用する。

（1）学年制限：小学 1 年生から小学 6 年生までの女子。
（2）ル ー ル：NPO 法人全国少年少女レスリング連盟の統一ルールに基づく。
（3）階

級

小学 1・2 年の部

19、21、24、28、＋28 ㎏

小学 3・4 年の部

22、24、26、28、30、33、＋33 ㎏

小学 5・6 年の部

26、28、30、33、36、40、＋40 ㎏

（4）試合時間
小学 1・2 年の部

1 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ[1 分 30 秒間]の 2 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ （30 秒のﾊｰﾌﾀｲﾑ）

小学 3・4 年の部

1 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ[2 分間]の 2 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ

（30 秒のﾊｰﾌﾀｲﾑ）

小学 5・6 年の部

1 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ[2 分間]の 2 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ

（30 秒のﾊｰﾌﾀｲﾑ）

中学生の部 ２０１９年４月からの新学年を適用する。
（1）年齢制限：中学 1 年生から中学 3 年生までの女子。
（2）階

級：29～33、36、39、42、46、50、54、58、62、62～66 ㎏

カデットの部（2004 年生れ（今年 15 歳）の者は、診断書の提出と保護者の承認・捺印により出場可）
（1）年齢制限：2003 年（平成 15 年）～2002 年（平成 14 年）生れの者。
（2）階

級：36～40、43、46、49、53、57、61、65、69、69～73 ㎏

ジュニアの部（2002 年生れ（今年 17 歳）の者は、診断書の提出と保護者の承認・捺印により出場可）
（1）年齢制限：2001 年（平成 13 年）～1999 年（平成 11 年）生れの者。
（2）階

級：46～50、53、55、57、59、62、65、68、72、72～76 ㎏

（注－1）世界選手権等の国際大会の年齢制限については、UWW 規定の通りとする。
（注－2）医事証明書は、規程の用紙を使用すること。（日本協会 HP から出力してください）
＊ 提出が無い場合には、試合に出場できませんので、ご注意ください。
日

程
【４月 1 日（月）
】
（1）15：30～16：30
（2）16：30～17：00

小学生の受付・計量（南側サブアリーナ）試合当日の計量は行わない。
監督会議、抽選 （所属長は、必ず出席のこと／南側控室 2・3）

（注）抽選は、所属責任者が必ず行う。不在の場合は、選手の参加は認めないこともあります。
（計量時の注意事項）
（1）小学生の部は、シングレットを着用しリミットで行う。
① エントリーした階級で体重がオーバーした場合には失格となります。
② 計量時にメディカルチェックを行います。皮膚に異常のある場合は必ず皮膚科を受診し、
所定の診断書（計量当日の２週間以内の物）を提出してください。感染する可能性のある
皮膚病（はくせん菌、トビヒ、水イボ等）が認められた場合は出場できません。また、医学
的に支障がある場合も同様とします。
診断書は連盟ホームページからダウンロードした物を使用してください。計量時に診断書を
参考として担当の医師が出場の可否を決定します。
(2)

なお、医師の決定により出場できないこともありますのでご了承ください。
（2）中学生・カデット・ジュニアの部は、UWW ルールの通りとする。
・日本国籍を有し、
（公財）日本レスリング協会の登録の会員証（平成 30 年度版）を必ず提示す
ること。なお、計量時に登録書を忘れた場合は、登録確認後、仮登録証発行料として 1,000 円
を徴収する。
（新中学 1 年生は除く）
【４月２日（火）】
（1）07：00～

開

場

（2）07：45～08：15

計 量（中学生・カデット・ジュニア／リミット計量）

（3）09：30～09：45

開 会 式（選手は、全員参加すること）

（4）09：45～18：00

小学生（１回戦～決勝・表彰）
中学生・カデット・ジュニア（１回戦～準々決勝）

【４月３日（水）】
（1）07：15～

開

場

（2）07：45～08：00

計 量（中学生・カデット・ジュニア／リミット計量）

（3）09：30～15：00

中学生・カデット・ジュニア（準決勝～決勝・表彰）

（注意事項）
（1）選手は、開会式に全員参加すること。
（2）表彰は、順位が決定次第直ちに行うことを基本とする。
（3）会場での望遠レンズの使用は禁止します。
（4）試合進行により、時間等の変更する場合があります。
着衣規定
小学生の部
・赤コーナーは、赤色のシングレット、青コーナーは、青色のシングレットを着用する。
詳細は、ＮＰＯ法人全国少年少女連盟ＨＰをご覧ください。
「2017 年シングレット規程」
中学生・カデット・ジュニアの部
・UWW 規定の通りとする。（反対色の入ったシングレットの着用は認めないが、所属の名称・
マーク等の色は除外する）
表

彰
（1）1 位から 3 位の選手に賞状とメダルを授与する。
（2）小学生の各部と中学生の部に優秀選手賞を各部１名に授与する。
（3）オリンピックゴールドメダリスト賞をカデットとジュニアの各部１名に授与する。
（4）JOC ジュニアオリンピックカップ賞を１名に授与する。
（5）クイーンズカップを１名に授与する。

獲得資格
・2019 年のカデット・ジュニアアジア選手権大会及び世界選手権大会等の日本代表の参考とする。
ただし、年齢制限については、UWW 規定の通りとする。
(3)

【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。
（２）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。
（３）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。
（４）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。
（５）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。
（６）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。

申込方法
出場申込書（別紙）に必要事項を漏れなく（生年月日は、西暦で記入）記入の上、参加料を添えて
現金書留にて、下記まで郵送のこと。
（所属名については、新・旧どちらでも良い）
注）規程の年齢等により、親権者からの同意書（未提出者）及び医師診断書を同封すること。提出
がない場合には、参加することができません。

＊ 「中学生・カデット・ジュニアの部」に申込む選手 は、カラー顔写真（所属・氏名・
階級を明記）をデータで、次のメールアドレスに送付のこと。

Ｅ‐mail: jpn.wrestling@gmail.com
なお、件名には【Ｑｕｅｅｎｓ Ｃｕｐ２０１９】氏名を入力すること。
【参加料】
（1）小学生の部

1人

2,000 円

（2）中学生の部

1人

3,000 円

（3）カデット・ジュニアの部

1人

4,000 円

【郵送先】
（〒）150－8050

東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育館内

（公財）日本レスリング協会
JOC 杯ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会実行委員会 宛
Tel：03－3481－2354

Fax：03－3481－2356

【締切り】

平成３１年２月１３日（水）必着のこと。（締切り後の変更は、認めない）
（注）締切り後の参加料は返金しませんので、予めご了承ください。
組合せ抽選
（1）小学生の部は、事前に NPO 法人全国少年少女連盟が行う。
（2）中学生・カデット・ジュニアの部は、監督会議終了後に抽選を行う。
（注）抽選は、所属責任者が必ず行う。不在の場合は、選手の参加を認めない場合があります。
(4)

注意事項
（1）所属長は、監督会議（4 月 1 日）に必ず出席すること。
（2）選手は、平成 31 年度スポーツ安全保険に必ず加入すること。未加入の場合は、参加できません。
（3）
（公財）日本レスリング協会の医事規定に基づく検査を実施する。
（4）今大会は、国際大会及び強化合宿等の選手選考とする。
（5）交通、宿泊については、各所属にて手配をする事。
（6）大会中の怪我については、応急処置は行うがそれ以外の責任は負わない。
（7）18 歳以下で出場する選手は、必ず申込書の保護者と所属責任者の氏名・捺印のこと。
氏名・捺印のない場合には、参加を認めない。
（8）変更がある場合には、日本レスリング協会ＨＰに掲載する。
（9）個人情報の取扱については、日本レスリング協会に関する目的以外には使用しません。

【ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会について】
ＪＯＣジュニアオリンピックカップは、（公財）日本オリンピック委員会が加盟競技団体の開催する
ジュニア競技大会の質的向上と、オリンピックや世界選手権大会で活躍のできる選手の発掘・育成を
目的とする選手強化事業のジュニア対策の一環である。大会における優秀な選手を表彰するとともに、
大会優秀選手１名にＪＯＣジュニアオリンピックカップを授与する。また、大会で優秀な成績を残し
た選手の中から『オリンピック有望選手』の認定等を行なう。

＜問合せ先＞
【小学生の部】鎌賀 秀夫

携帯：090－8518－8026

【中学生・カデット・ジュニアの部】末柄 勝

携帯：080－3250－2655

(5)

(6)

