スポーツ振興くじ助成事業

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
令和４年度 ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
実 施 要 項
【重

要】

―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とともに、日々の行動では「感染しない」「感染させない」を目標にしており、参加者
全員のご協力が必要であります。大会開催に伴う「新型コロナ感染拡大防止のためのガイドライン」を厳守
すること。
（注）今後の感染状況によりましては、本大会の見直し等を行うこともあります。

■主な感染症対策
１．３密（密閉、密集、密接）を避ける大会運営で行います。
２．本大会は無観客での開催となります。
参加選手以外の一般の皆様（所属応援者を含む）は入館できません。但し、事前に入館登録された関
係者のみ入館することができます。（入館に関しましては、ＩＤカードが必要となり、入館登録方法につき
ましては後日、日本協会HPに掲載いたします。）
３．入館当日、参加選手及び所属関係者で登録された方は、「レスリング健康チェックシート」を入館の14日
前から正確に記入し、受付時に提出ください。また、大会終了翌日から14日間も正確に記入していただ
きます。（大会終了後に提出を求められる場合があります。）
４．大会の後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、全日本女子レスリング連盟に速やかに報告
ください。
５．受付時に検温を実施し、前日までの14日分の「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」を提出し、引き換えにＩＤカードをお渡しします。（出場選手及び審判は抗原検査を行う予定です。）
６．厚生労働省が提供するスマートフォン向け「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」への登録を
推奨します。
７．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。
８．会話は控えめにお願いします。（大声での会話等は禁止とします）
９．その他、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。
10．本大会については、コロナ感染拡大状況に応じて、３月18日(金)に開催の可否を含めて判断します。
決定後は、日本協会HPにて掲載ご案内いたします。
※参加申込み期間と参加料の納付期間が異なります。ご注意ください。
■入館及びその他の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。
■濃厚接触とは、「新型コロナウイルスに感染していることが確認された方とマスク未着用で１ｍ程度以内、
15分以上の接触があった場合」と定義します。
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【ＪＯＣジュニアオリンピックカップについて】
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。
主

催

公益財団法人 日本レスリング協会

共

催

全日本女子レスリング連盟

後

援

公益財団法人 日本オリンピック委員会

主

管

全日本女子レスリング連盟

協

賛

期

日

令和４年４月８日(金)～４月10日(日)

会

場

駒沢オリンピック公園総合運動場・体育館 / 東京都世田谷区駒沢公園１-１
（田園都市線「駒沢大学」駅下車 徒歩20分）

ＮＰＯ法人全国少年少女レスリング連盟

㈱明治
(一財)東京スポーツ新聞格技振興財団
アシックスジャパン㈱
日本航空㈱
㈱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
西川㈱
㈱佐藤企業
サントリービバレッジソリューション㈱ ㈱ペスカリッチ
㈱ライジング

【小学生の部】
規

定

1. 参加資格 (１)小学生の部は令和３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
個人登録している者。
(２)令和４年度スポーツ安全保険に加入している。
２．スタイル 少年少女レスリング
３. カテゴリー 小学５年生～６年生の部
４．年齢規定 ＜小学５年生～６年生の部＞ 令和４年４月２日現在の５年生以上の女子（新学年を適用）
及び階級
22㎏～26㎏・28㎏・30㎏・33㎏・36㎏・40㎏・＋40㎏
＊＋40㎏級については、参加状況に応じて、２～３階級の階級設定を行う場合があるので
現体重は正確に入力してください。

５. ル ー ル (１)小学生はNPO法人全国少年少女レスリング連盟統一ルールに基づく。
(２)トーナメント方式で実施し１日で行い、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。
(３)試合時間 １ピリオド【２分間】の２ピリオド （30秒のハーフタイム）
６.日

程

【４月８日(金)】
14：30
事前受付(会場入口付近で抗原検査キットを配布予定)
15：30
受付(事前受付・受付は体育館正面入口)
16：00～17：00 メディカルチェック・計量 ※当日の計量は行わない。
（南側トレーニング場）
(計量時の注意事項) 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。感染する皮膚病等(白癬菌、トビヒ、
水いぼ等)が認められた場合は出場できません。また、アトピー等の感染しない
皮膚疾患に罹患している選手は、皮膚科の診断書を持参してください。
＊計量時、診断書を基に医師が検診し出場の可否を決定する。
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【４月９日(土）
】
08：00
09：30

開場
試合 （１回戦～決勝、表彰）

７.選手以外の入館について
(１)入館者は、日本レスリング協会登録者、全国少年少女連盟の登録者及び所属関係者で
以下の既定数の入館登録を行うこと。
(２)入館登録者数は、所属毎の総出場選手の人数によって次の通り定める。
①出場選手１名参加の場合：１名以内
②出場選手２名以上の場合：２名以内
＊参加選手、入館登録者は、４月８日(金)・４月９日(土)の２日間有効のＩＤを渡します。

８.表

彰
(１)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。
(２)全階級の中から優秀選手賞、最優秀選手賞を授与する。

９.申込み方法
(１)「参加資格者」は、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、申込むこと。
申込みＵＲＬ：https://moshicom.com/h/59l0w6nw5mccs0gs84cc8c0w4/

申込期間：令和４年３月１日(火)から令和４年３月15日(火) 23時59分まで。
(２)参加料(4,000円)の決済期間
決済期間は３月19日(土)から３月31日(木)23時59分までとなります。
「イ－・モシコム」からログインし、指定された期間内に以下「電子決済」において納付してください。

納付が無い場合は、申込みは取消され、参加できません。
(注)電子決済のみとなりますので、ご注意ください。
（電子決済方法）
１．クレジット（JCB、VISA、Mastercard、American Express）
２．Amazon Pay
３．PayPal
４．コンビニエンスストア
※添付資料「申込手順書」をご参照ください。
■申込み手順や操作等で不明な点は、下記窓口までお問合せください。
＜お問合せ先＞
株式会社アールビーズ モシコム事務局
https://moshicom.com/contact/
※指定の電話番号、メールアドレスにご連絡させていただきます。
10．組合せ抽選
・事前に実行委員会が行う。
11．大会の問合せ先
ＮＰＯ法人全国少年少女レスリング連盟
鎌賀秀夫 E-mail ： jimukyoku.jkwf@gmail.com
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【Ｕ15・Ｕ17・Ｕ20の部】
規

定

１．参加資格 (１)日本国籍を有し、日本レスリング協会の令和４年度選手登録をしていること。
（計量時に日本協会登録証のスマートフォン等での提示が必要です。
）
(２)Ｕ20の部に出場する者は、日本レスリング協会の段位制度の段位を有する者とする。
(３)健康診断を受け、健康であることが証明された者とする。
また、引率者は選手の健康管理及び行動管理等のすべてに対して責任を負うものとす
る。
(４)令和４年度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ません。
＊(１)、(２)の未登録及び段位の未取得の選手は出場できません。
（選手登録と段位取得については日本協会HPをご確認ください）
２．スタイル 女子フリースタイル
３．カテゴリー ・Ｕ15の部（旧中学生の部）
・Ｕ17の部（旧カデットの部）
・Ｕ20の部（旧ジュニアの部）
４．年齢規定 ＜Ｕ15の部＞ 2007年(平成19年)～2008(平成20年)生まれの者
及び階級
29㎏～33㎏・36㎏・39㎏・42㎏・46㎏・50㎏・54㎏・58㎏・62㎏・66㎏
13歳(2009年生まれ)以下で参加する者は医事証明書と保護者の承諾書を提出。
＊2010年生まれの新中学生は出場できるが国際大会の選考は対象外とする。
＜Ｕ17の部＞ 2005年(平成17年)～2006(平成18年)生まれの者
36㎏～40㎏・43㎏・46㎏・49㎏・53㎏・57㎏・61㎏・65㎏・69㎏・73㎏
15歳(2007年生まれ)で参加する者は医事証明書と保護者の承諾書を提出。
＜Ｕ20の部＞ 2002年(平成14年)～2004年(平成16年)生まれの者
46㎏～50㎏・53㎏・55㎏・57㎏・59㎏・62㎏・65㎏・68㎏・72㎏・76㎏
17歳(2005年生まれ)で参加する者は医事証明書と保護者の承諾書を提出。
５.ル ー ル (１）世界レスリング連盟(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。
（計量はリミット）
(２)トーナメント方式で実施し１日で行い、敗者復活戦は行わない。
但し、３名の階級はリーグ戦で行う。
(３)３位決定戦を行う。
(４)シード選手を設ける。
(５)セコンドは、２名以内とする。(日本協会登録者であること。)
(注-1)医事証明書は、規定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。
(注-2)過去に脳震盪、過呼吸、心疾患等の重大な病気の診断を受けたことがある者は、診断書を
提出してください。
６．着衣規定 (１)ＵＷＷ規定のとおりとする。
(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、シングレット直に圧着すること。
７．日

程 (予定)■試合日の開場は２日間とも７時予定（サービスヤードから出入りとする）
試合時間等を変更する場合があります。

【４月９日(土)】
07：00
07：30～08：00
09：30～

開場（出入口は体育館裏側のサービスヤード）
Ｕ15の部：メディカルチェック、計量
開会宣言・試 合 （１回戦～決勝、表彰）
優秀選手賞、最優秀選手賞授与
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【４月10日(日）
】
07：00
07：30～08：00
09：30～

開場（出入口は体育館裏側のサービスヤード）
Ｕ17の部：メディカルチェック、計量
Ｕ20の部：メディカルチェック、計量
試 合 （１回戦～決勝、表彰）

オリンピックゴールドメダリスト賞授与
ジュニアクイーンズカップ授与
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ授与
（注）監督会議については、後日、日本協会ＨＰでお知らせします。
８．選手以外の入館登録について（監督・コーチ・パートナー・トレーナー等）
(１)入館者は、日本レスリング協会登録者、全国少年少女連盟の登録者及び所属関係者で
以下の規定数の入館登録を行うこと。
(２)入館登録者数は、所属毎の総出場選手の人数によって次の通り定めます。
①出場選手１名参加の場合：３名以内
②出場選手２、３名参加の場合：４名以内
③出場選手４名以上参加の場合：５名以内
＊申込み後に、日本協会ＨＰからＩＤ申請を行ってください。
＊参加選手(入館登録者)は、４月９日(土)・４月10日(日)の２日間有効のＩＤを渡します。
９．表
彰
(１)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。
(２)Ｕ15の部より、優秀選手賞、最優秀選手賞を授与する。
(３)オリンピックゴールドメダリスト賞をＵ17の部、Ｕ20の部の各１名に授与する。
(４)Ｕ17の部より、クィーンズカップを１名に授与する。
(５)Ｕ20の部より、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ賞を１名に授与する。
10．大会の位置付
2022年のＵ17の部・Ｕ20の部アジア選手権大会及び世界選手権大会等の代表選考会とする。
選手選考は、2022年度の代表選考基準について行う。
ただし、年齢制限については、ＵＷＷ規定のとおりとする。
Ｕ15については後日、協会のホームページに掲載します。
11．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。
(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す。
(２)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します。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します。
(３)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して
ください。
親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピング機構(ＪＡＤＡ)のウェブサイト から
ダウンロードできます。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してください。
(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てください。
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してください。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します。
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(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ります。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してください。
(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してください。
(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にて確認してください。
（https://www.playtruejapan.org）
12．申込み方法
(１)「参加申込み資格者」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、申込むこと。
申込みＵＲＬ：https://moshicom.com/h/59l0w6nw5mccs0gs84cc8c0w4/

申込期間：令和４年３月１日(火)から令和４年３月15日(火) 23時59分まで。

(２)参加料(4,000円)の決済期間
決済期間は３月19日(土)から３月31日(木)23時59分となります。
「イ－・モシコム」からログインし、指定された期間内に以下「電子決済」において納付してください。
納付が無い場合は、申込みは取消され、参加できません。
(注)電子決済のみとなりますので、ご注意ください。
（電子決済方法）
１．クレジット（JCB、VISA、Mastercard、American Express）
２．Amazon Pay
３．PayPal
４．コンビニエンスストア
※添付資料「申込手順書」をご参照ください。
■申込み手順や操作等で不明な点は、下記窓口までお問合せください。
＜お問合せ先＞
株式会社アールビーズ モシコム事務局
https://moshicom.com/contact/
※指定の電話番号、メールアドレスにご連絡させていただきます。
13．組合せ抽選
・後日、監督会議にてお知らせします。
14．計量後の食事について
(１)所属でパッケージのものを用意する。
(２)飲食は、観覧席のみとする。
(３)ゴミ袋を用意し、各所属で管理し必ず持ち帰ること。
(注)体育館内、コンビニ、マンション等のごみ箱には絶対に捨てないこと。
15．その他
(１)所属長は、監督会議に必ず参加すること。(後日、日本協会ＨＰに掲載します)
(２)参加選手は、令和４年度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、その他の責任は負いません。
＊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ません。
(３)本大会は、国際大会及び強化合宿等の代表選手選考会とする。
(４)交通、宿泊については、各所属にて手配をすること。
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(５)個人情報の取り扱いについては、
「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ」ジュニアクイーン
ズカップ・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・強化事業以
外には使用しません。
(６)変更があった場合は、主催者の公式ホームページ上に掲載する。
主催者公式ホームページ http://www.japan-wrestling.jp

■重要書類の提出について(未提出の場合は、参加できません)
(１)参加者全員は、参加の同意書(書式-１)を提出する。
(２)Ｕ20の部に今年17歳(2005年生まれ)、Ｕ17の部に今年15歳(2007年生まれ)、
Ｕ15の部に今年13歳(2009年生まれ)及び2010年生まれの新中学生で参加する者は、
医事証明書(書式-２)及び保護者の承諾書(書式-３)に署名・捺印のうえ提出する。
＊医事証明書は、統一の「診断書」となり「診断医療機関の印鑑」を必ず押印してもらうこと。
(３)18歳未満の選手は、全員添付資料のドーピング・コントロール手続に対する
「親権者からの同意書」を持参し携帯する。

＊重要書類の提出は、令和４年３月31日(木)必着で、下記住所に郵送してください。
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４-２
ジャパン・スポーツ・オリンピック・スクエア 1004号室
日本レスリング協会内 「ＪＯＣ杯ジュニアクイーンズカップ」宛
Tel．03-5843-0358
fax．03-5843-0359
【大会の問合せ先】
全日本女子レスリング連盟事務局 木名瀬重夫
E-mail：kinase09043713322@docomo.ne.jp

tel．090-4371-3322
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