
 
令和４年度 第７７回国⺠体育⼤会レスリング競技北海道選⼿選考会要項 
 
 
   主催  （公財）日本スポーツ協会  （公財）北海道スポーツ協会          
   主管     北海道レスリング協会  札幌レスリング協会 
   後援     スポーツ庁   北海道       北海道教育委員会 
           札幌市     札幌市教育委員会    （一財）札幌スポーツ協会   
                                                            
 
 
 
 
 

 
１ 大会日程  令和４年７月２⽇（⼟）〜７⽉３日（日） 
 

 
 
７月２日（土） 
 
 

公式練習 
 
代表者・審判会議 
常任理事会 

１２：００〜１６：００ 
 
１３：００〜１４：００ 
１４：００〜１５：００ 
 

札幌東豊高校 
体育館 
会議室 

 
 
 
７月３日（日） 
 
 

計量 
（成年・少年・女子） 
開会式 
競技開始 
国体選手選考会議 
閉会式 

  ７：００〜 ７：３０ 
  
１０：３０〜 
１１：００〜 
 競技終了後 
 選考会議終了後 

札幌東豊高校 
体育館 

 
 
会議室 
札幌東豊高校 
体育館 

 
２ 会 場   札幌市東区東雁来町 376 番地 1 札幌東豊高校  電話 011−791−4171 
 
３ 競技規定      ＵＷＷルールによる。ただし、一部国体ルールを適用する。 
        （少年については、一部特別ルールを採用する。） 
４ 競技方法 

  （１）試合時間 ３分間２ピリオド制とする 
      （２）階  級 成年の部   ５７(下限５０kg)･６１･６５･７４･８６･９７･ 

             １２５kg(下限９７kg)の７階級とする。 
                 ※ グレコは６０（下限５５㎏）・６７・７２・７７・８７・９７・ 
               １３０㎏（下限９７㎏）の７階級 
            女子の部   ５３(下限４８kg)・６２（下限５９㎏） 

少年の部   ５１(下限４５kg)･５５･６０･６５･７１･８０･９２・ 
               １２５kg(下限９２kg)の８階級とする。  
           
 （３）試合方法 

   ア 成年・少年・女子の部で行う。 
   イ 成年の部は上記７階級をフリースタイルで行う。グレコローマンスタイル希望者について 
        は大会終了後、選考委員会にて決定する。 
   ウ 少年の部の階級及びスタイルは６月１⽇（⽔）〜３日（金）に行われる高校総体道予選後 
        に決定し、連絡する。 
   エ 成年・少年・女子ともにＵＷＷルールに準拠して行う。 
   オ シード制は少年の部のみにて行うが、高校総体道予選３位までの入賞者について同一階級 
        出場者に限る。成年の部はフリー抽選とする。 
 



５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 
   選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、下記のとおりとする。 
     なお、参加資格については「第７７回国⺠体育⼤会参加資格、所属都道府県及び年齢基準の解 
     釈・説明」をあわせて確認すること。 
      【公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http//:www.japan-sports.or.jp/】  
  １）参加資格 
   ① 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本 
    国籍を有しない者であっても、参加することができる。 
        （ⅰ）「出⼊国管理及び難⺠認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（「⽇本国との        
                       平和条に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める        
          「特別永住者」を含む） 
       （ⅱ）少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たすもの。 
              ⅰ)「 学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、大会実施要項
        が定める参加申し込時に１年以上在籍していること。 
      ⅱ)「 出⼊国管理及び難⺠認定法」に定める在留資格のうち、「留学」または「家族滞

在」（中学３年生）に該当していること。 
    （ⅲ）成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者。  
          ⅰ) 少年種別年齢域にあった時点において前号（ⅱ)に該当していた者であること。 
           ⅱ) 「出⼊国管理及び難⺠認定法」に定める在留資格のうち、⼤会参加時から終了時までに

「留学」に該当しないこと。 
          ［注］上記（ⅲ)-ⅱ)について、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当   
     する者は、「出入国管理及び難⺠認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有す   
     る場合も「留学」と同等に扱う。 

  ② 選⼿及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会⻑及び体育協等会⻑が代表として認め選
       抜した者であること。 
   ③ 前々回又は前回の大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）に選手又は監督として
     参加した者が異なる都道府県から参加する場合については、２大会以上の間を置かなけれ
     ば ならない。ただし、次の場合は該当しないこととする。 
       (ⅰ) 成年種別 
       ⅰ) 新卒業者 
       ⅱ) 結婚又は離婚に係る者 
             ［注］ⅰ)及びⅱ)は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 
       ⅲ) ふるさと選⼿（「国⺠体育⼤会ふるさと選⼿制度」による） 
        ［注］「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例」の適用を受け、ふ
         るさと選手として参加する者を含む。 
    (ⅱ) 少年種別 
          ⅰ) 新卒業者 
          ⅱ) 結婚又は離婚に係る者 
         ⅲ) 一家転住に係る者（「一家転住等に伴う特例措置」による） 
              ［注］ⅰ)及びⅲ)は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 
           ⅳ) ＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者（「ＪＯＣエリートアカデミーに係る

選手の参加資格の特例措置」による） 
   ④ 選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。 
   ⑤ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競技
     に限り参加できる。 
   ⑥ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはで
     きない。 
   ⑦ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 
       (ⅰ) 本則第１８項に定める都道府県大会等に参加し、これを通過した者であること。     
           ただし、別に定める「国⺠体育⼤会予選免除に関する要領」及び「トップアスリート             
 の国⺠体育⼤会参加資格の特別措置」に基づき予選会への参加が免除となった者に            つ
いては、この限りではない。 
        (ⅱ) 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 
        (ⅲ) ドーピング検査対象に選定された場合には、検査を受けなければならない。 
       ⑧   上記のほか、監督については日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、当該競

技団体が定める公認資格を有する者とする。        



  ２）選手の年齢基準及び所属都道府県 
    選手の年齢基準及び所属都道府県は、次の通りとする。 
       ただし、日本スポーツ協会が特に認める場合、以下の年齢基準にかかわらず、競技ごとに年齢

区分を設定することができるものとし、年齢の下限は大会開催年（冬季大会は前年）の４月
１日現在、１４歳（中学３年生）とする。 

①  成年種別 
           大会開催年（冬季大会は前年）の４月１日現在、１８歳以上のものとし、次のいずれかに

属する都道府県を選択することができる。 
     (ⅰ) 居住地を示す現住所 
     (ⅱ) 勤務地 
     (ⅲ) ふるさと（「国⺠体育⼤会ふるさと選⼿制度」による。） 
     ［注］「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、ふる
      さと選手として参加する者を含む。 
    ② 少年種別 
          大会開催年（冬季大会は前年）の４月１日現在、１５歳以上１８歳未満のものとし、次のい

ずれかに属する都道府県を選択することができる。 
      (ⅰ) 居住地を示す現住所 
      (ⅱ)「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地 
      (ⅲ) 勤務地 
      (ⅳ)「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の所在

地 
   ［注］上記の属する都道府県のうち、「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「『学校教育』   
                第１条に規定する学校の所在地」のいずれかから参加する場合は、大会開催年の４月３０   
              日以前から本大会参加時まで、引き続き当該地に、居住又は勤務、通学していなければな   
               らない。（「居住地を示す現住所」における「日常生活」及び、「勤務地」における「主    
               たる勤務実態」については、別に基準を定める）。ただし、次の者はこの限りではない。 
    ［成年種別］ 
     (ａ) 「トップアスリートの国⺠体育⼤会参加資格の特例措置」の対象者  
    ［少年種別］ 
     (ａ) 「一家転住」に係る者（「一家転住等に伴う特例措置」による） 
     (ｂ) 「トップアスリートの国⺠体育⼤会参加資格の特例措置」の対象者 
 
６ ５に定めるもののほか、次による。 
 （１）令和４年度日本レスリング協会に登録した者で、かつ、北海道レスリング協会の登録会員 
   （地区協会に加入していること）であること。 
 （２）日本レスリング協会の段位（監督及び成年男子は３段以上、少年男子・女子は初段以上）を

有する者。 
 （３）選手と監督の兼任はできない。 
 （４）成年男子と少年男子との監督は兼任できない。 
    （５）中学３年生が参加する場合には北海道レスリング協会の承認を経た後、別途必要書類を日本 
    レスリング協会に提出すること。 
 
７ 表 彰   各階級３位の者までを表彰する。 
 
８ 参加料     少年の部・女子の部    ３，５００円（傷害保険料含） 
         成年の部・監督・引率者  ３，７００円（傷害保険料含）  
           ＊道協会に未登録の方は別途、登録料３，０００円がかかります。 
                    （登録、登録費の支払は大会当日も受け付けます） 
                             ＊成年の部に出場する選手は事前に参段を取得すること。 
 
９ 申込方法 
 （１）所定の申込用紙に必要事項を記入し、日本レスリング協会登録会員証のコピーと参加料を添

えて書留郵便にて大会事務局宛に郵送して下さい。 
※段位・登録番号などの記載漏れのないよう十分に注意してください。 

  （２）申込締切日は成年・少年・女子とも令和４年６月１６日（木）当日必着のこと。期日までに
郵送できない場合は FAX による参加申込 （少年の部は校⻑印が押印されたもの）を受け付け



ます。後日申込原本を郵送して下さい。 
            申込先                 〒007-0820 札幌市東区東雁来町376番地1 
      問い合わせ先              北海道札幌東豊高等学校内 
                                     国体レスリング北海道選手選考会事務局 大羅信夫 宛 
                                                  TEL ０１１−７９１―４１７１ 
                                                 FAX ０１１−７９１−９１１６ 
10 組合せ抽選 
   （１） 少年の部・女子の部は令和４年６月２１日（火）１２：００（予定）大会事務局におい

て関係者立ち会いのもとで行う。 
  （２） 成年の部は令和４年７月３日（日）の計量終了後に行う。 

 
11 計 量 少年の部・女子の部・成年の部ともにリミット計量とする。  
 （１） ７月 ３日（日）  ７：００〜 ７：３０  東豊高校体育館 
     
12 宿泊など   
     宿泊を希望される方は、それぞれの責任において申し込んでください。 
  弁当を希望される場合もそれぞれの宿泊先と相談してください。 
  手配が困難な場合には事務局までご連絡ください。       
 
13 その他 
 （１） 国体代表選手の決定については、国体選手選考委員会 （道協会組織）が最終決定し、北   
         海道スポーツ協会に報告し了承を得たものについて本人宛に代表決定の通知をします。  
   (２） 成年の部の参加申込については、各協会・支部・高校において周知集約をして下さい。 

     ＊ 計量時にメディカルチェックを行いますのでアトピー等の場合はあらかじめ医師の診断
書を持参してください。（診断書がない場合は出場できないことがあります。） 

       ＊ 特別な事情以外に開閉会式に参加しない場合は、選考基準から外すことがあります。 
 （３） 監督の他、部⻑１名以内、コーチ２名以内、マネージャー２名以内を置くことができます。 
（４）  コロナ感染防止措置 

○ 各学校の同意と保護者の同意が得られた選手のみ参加することができる。 
○ 無観客で行います。セコンドは２名以内でお願いします。 
○ 会場前にて必ず消毒、検温を行い 37.5 度以上の発熱や、体調不良の、役員･監督等・選手

は入場・参加できない。 
   ○ 役員･監督等・選手は大会２週間前から(６月２０日日曜日)健康観察を行い、記録票に記載

し 37.5 度以上の発熱や、体調不良の、役員･監督等・選手は参加できない。 
    ＊監督会議時、提出ください。 

 
 

 
 ＊道外の大学生で、コロナの影響や大学側の大会または大会直前の調整などで、本大会に

出場できない場合は、文書、電話などで理由を申し出てください。 
     連絡先  北海道レスリング協会 理事⻑ 平澤 光志 宛 
               


