文部科学大臣杯（申請中）
UNIVAS CUP（申請中）令和元年度全日本学生レスリング選手権大会 大会要項

◆UNIVAS CUP について◆
この大会は UNIVAS に加盟する大学に対してポイントを付与する大会です。UNIVAS が指定するイ
ンカレとは全日本学生レスリング連盟が主催する当大会にあたります。当大会の各スタイル・各階級の
入賞者にポイントを与え、年度末に各競技で獲得したポイントが加盟大学のポイントとなり、優秀な成
績を収めた加盟大学は表彰の対象となります。
※現在、各スタイル・各階級の上位入賞者へのポイントと配分は UNIVAS 事務局と調整しています。

主催 全日本学生レスリング連盟
共催 公益財団法人日本レスリング協会
後援 スポーツ庁（申請中） 一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）
（申請中）
期日 2019 年 8 月 20 日（火）～8 月 23 日（金）
会場 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園 1-1
競技内容
１．種目および階級
フリースタイル

57・61・65・70・74・79・86・92・97・125 ㎏

グレコローマンスタイル

55・60・63・67・72・77・82・87・97・130 ㎏

女子レスリング

50・53・55・57・59・62・65・68・72・76 ㎏

２．ルール

UWW ルール（一部学生レスリング連盟ルールを適用する）

３．出場資格
①2019 年度東・西日本学生レスリング連盟の登録が完了していること。
②2019 年度日本レスリング協会の登録が完了していること。
③天皇杯 2019 年度全日本レスリング選手権大会の出場資格を有する者。また、2019 年度明治杯全日
本選抜レスリング選手権に出場または出場資格を有していた者。
④東日本学生レスリング選手権大会（選手権の部）でベスト 16 以上の戦績を有する者。
⑤西日本学生レスリング選手権においてベスト 16 以上の戦績を有する者。
⑥東日本学生レスリング選手権大会（新人戦）フリースタイル A およびグレコローマンスタイルにお
いてベスト 16 以上の戦績を有する者。ただし、フリースタイル 97 ㎏・125 ㎏、グレコローマンス
タイル 97 ㎏・130 ㎏はベスト 8 以上の戦績を有する者。
⑦西日本学生レスリング連盟新人戦においてベスト 16 以上の戦績を有する者。ただし、フリースタ
イル 97・125 ㎏級、グレコローマンスタイル 97 ㎏・130 ㎏級はベスト 8 以上の戦績を有する者。
⑧大学 1・2 年時に国際大会の代表に選ばれた者。
⑨女子レスリングは「①」および「②」の手続きが完了していること。特に戦績等は定めない。
⑩各大学の監督が推薦する者（各スタイル 5 名以内）

４．大会日程
8 月 20 日（火）
開場 7：00

フリースタイル計量

9：30

開会式

10：00

8 月 21 日（水）
開場 7：00

7：30

フリースタイル試合（各階級ベスト 16 決定までを予定）

7：30

フリースタイル計量／女子レスリング計量

9：30

フリースタイル試合／女子レスリング試合（全試合）

試合終了後

フリースタイル・女子レスリング表彰式

8 月 22 日（木）

7：30

グレコローマンスタイル計量

開場 7：00

9：30

グレコローマンスタイル試合（各階級ベスト 16 決定までを予定）

7：30

グレコローマンスタイル計量

9：30

グレコローマンスタイル試合（全試合）

試合終了後

グレコローマンスタイル表彰式／閉会式

8 月 23 日（金）
開場 7：00

５．審判員
（1）日本レスリング協会審判員および全日本学生レスリング連盟が認めた審判員
（2）帯同審判員について
①各スタイル（女子レスリングを除く）の出場者が５名以上になる大学は必ず有資格者（B 級以上）
の審判員を帯同すること。
②帯同審判員が参加できない場合は以下のとおり負担金を振り込むこと。なお、学生審判員は帯同審
判員として認めない。
出場人数
5 名未満
5 名～9 名
10 名～19 名
20 名以上

負担金
免除
10,000 円
20,000 円
30,000 円

【例 1】フリー20 名、グレコ 5 名の場合
30,000 円+10,000 円 計 40,000 円
【例 2】フリー3 名、グレコ 4 名の場合 免除
【例 3】フリーのみ 5 名の場合 10,000 円

６．参加申込
参加費
振込先

参加申込

１スタイル 4,000円
銀行名
三井住友銀行 店名 生田支店（店番841） 預金種目 普通預金
口座番号 1487236
口座名義 東日本学生レスリング連盟代表 朝倉利夫
※振込みの際は各大学にて取りまとめ、大学名を頭に責任者名で振り込むこと。
別添の参加申込フォーム（Excel）に必要事項を入力しE－Mailに申込書を添付し提出
すること。
（Excelデータで必ず提出すること。）
7月19日（金）厳守
申込書提出先 intercollegewrst2019@gmail.com（東洋大学 市橋敏之まで）

７．抽選
（1）抽選については抽選ソフトを使用し厳正に行う。
（2）シード権の付与については以下のとおりとする。なお、同一スタイル、同一階級への出場に限り
シード権を付与する。また、主管で抽選の際に戦績を確認するので特に申告は不要である。
順位１）2018 年度年全日本学生選手権１位（フリー・グレコ）
順位２）2018 年度内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権１位（フリー）
2018 年度文部科学大臣杯全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会１位（グレコ）
順位３）2018 年度全日本学生選手権２位（フリー・グレコ）
順位４）2018 年内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権２位（フリー）
2018 年文部科学大臣杯全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会２位（グレコ）
順位５）2018 年全日本学生選手権３位（フリー・グレコ）

順位６）2018 年内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権３位（フリー）
2018 年文部科学大臣杯全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会３位（グレコ）
上記の順位で４名以上のエントリーがある場合は、そのエントリーをもってシードを付与する。
なお、上記の順位から４名のシードの付与がない場合には、以下の大会からシード者を選出し４
名のシードを確定する。以下の大会成績から選出できない場合には抽選により対戦表を確定する。
順位７）2018 年天皇杯全日本選手権１位
順位８）2019 年度明治杯全日本選抜選手権１位
順位９）以下「天皇杯２位」
、
「明治杯２位」から各３位の順とする（省略）
８．表彰
（1）各スタイル、各階級の第１位から第３位の選手に賞状とメダルを授与する。
（2）各スタイルから最優秀選手１名、敢闘賞１名を選出しトロフィーを授与する。
（3）本大会で最も優秀な選手に対し、文部科学大臣賞状と文部科学大臣杯を授与する。（申請中）
９．その他
（1）締切後の変更は一切認めない。また、受領した参加費の返金はしない。
（3）参加費のない申し込みは一切受け付けない。
（4）計量には東・西日本学生レスリング連盟それぞれの登録証または学生証を持参すること。
フリースタイル、グレコローマンスタイルの第 2 日目の計量はリミットとする。
（5）試合の際には赤・青のシングレットを必ず使用すること。（JAPAN 等の日の丸のついたシングレッ
トは使用できない。
）
（6）開会式・閉会式・表彰式には各大学のユニフォームを着用すること。
（7）参加者は健康保険証を持参すること。主催者は応急手当を行うが以後の責任は負わない。また、
各大学にてスポーツ安全会等の保険に加入すること。
（8）組合せ確定後、日本レスリング協会ホームページに掲載する。
（9）大会はWebを利用した映像配信を行う。（サイトはレスリング協会HPに掲載予定）無料配信のた
め、不具合等の苦情は一切受け付けない。また、日本レスリング協会への問い合わせはしないこと。
（10）東日本学生レスリング連盟に加盟する大学は、大会期間中の補助員を各大学5名参加させること。
なお、試合進行が確定後に補助員配置表等を別途周知する。
（11）フリースタイル・グレコローマンスタイルの優勝者と第2位の選手は全日本学生レスリング連盟の強
化合宿に参加することになります。詳細は全日本学生レスリング連盟強化委員会から後日連絡する。
◆ご連絡◆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。当大会にエントリーの際には各大学でスポーツ傷害保険
等の加入有無を今一度確認いただき、必ず加入したうえでエントリーしてください。
◆体育館使用に関する注意事項◆
（1）駒沢体育館内および公園内でのカセットコンロやＩＨ家電を使用した過熱等は禁止する。
（2）バッテリー式保温器具（小さいもの）の使用は認めるが、コンセントの使用は禁止する。
（3）ポータブル電源や発電機の持ち込みは禁止する。
（4）大型の鍋や容器を持ち込んで館内に配膳スペースを設置することは禁止する。
（5）各大学に学生連盟が配布するゴミ袋を使用し、分別したうえで指定された場所に置くこと。
（6）残飯等は水分等がこぼれないようにビニール袋等に密閉すること。
（7）館内常設のゴミ箱にゴミを捨てないこと。
（8）飲食物をトイレに流すことは絶対に行わないこと。
（9）トイレからトイレットペーパーなど施設の備品を持ち出さないこと。
（10）施設・設備を故意に破損しないこと。また、万が一破損が生じた場合には速やかに報告すること。
※火を使わない、煮炊きはしない、調理はしない、配膳はしない、コンセントを使わないを厳守してく
ださい。
※上記事項に違反がある場合には、該当する大学に別途ゴミ処理料金の請求を行います。
※問い合わせの際はメールを利用すること。なお、匿名での問い合わせについては回答しません。
東日本学生レスリング連盟 事務担当 市橋（東洋大学）intercollegewrst2019@gmail.com

