
平成 26年 H月 4日

一般社団法人山口県柔道協会

会長 森次 定義 様

グランドスラム東京 2014

大会委員長 近石 康宏

〔 公 印 省 略 〕

グラン ドスラム東京 2014に ついて (お願い )

拝啓 向寒の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本連盟の諸事業に

格別のご高配を賜 り、厚くお礼申し上げます。

さて、別添要項のとお り、グラン ドスラム東京が 12月 5日 ～6日 の 3日 間、東京体育館

において開催され、日本代表選手が世界の トップ選手と激戦を繰 り広げます。本年は自由

席を無料 といたしましたので、所属される関係者の皆様にも是非、本大会をご観覧いただ

きたく、ご周知のほど、お願い申し上げます。

世界 トップクラスの柔道を生で一人でも多くの方にご覧いただきたしヽと存じますので、ご

協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具



グランドスラム東京 2014 大会要項

1.名  称   グラン ドスラム東京 2014

GRAND SLAM TOKY0 2014

2.期   日   平成 26年 (2014年)12月 5日 (金)・ 6日 (土)・ 7日 (日 )  (3日間)

3.会  場   東京体育館  東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-17

4.主  催   公益財団法人全日本柔道連盟

5.特別後援   テレビ東京、公益財団法人講道館

6.後  援   文部科学省、外務省、観光庁、東京都、公益財団法人日本体育協会、

公益財団法人日本オ リンピック委員会、朝日新聞社 (以上予定)

7.協  力   公益財団法人東京都柔道遠閣

8.日  程

12月  3日 (水)   選手団到着

4日 (木)   組合せ抽選 14:00～

審判会議

5日 (金)   試合 (男子 :60kg、 66kg 女子 :48kg、 52kg、 57kg)

6日 (土)   試合 (男子 :73kg、 81kg 女子 :63kg、 70kg)

7日 (日 )   試合 (男子 :90kg、 100kg、 100kg超 女子 :78kg、 78kg超 )

8日 (月 )   選手団帰国

9.テ レビ放映  テレビ東京 (12月 5日・6日・7日 )

10.特別招待者

① 優秀選手

2014年 チェリヤビンスク世界柔道選手権大会優秀選手

② IJF役員

11.参加人数

各チームの出場できる選手数は下記の通 りとする。

① 各国/地域は1階級につき2名 までの選手を出場させることができる。

② 日本チームは各階級4名の選手を出場させることができる。

12.試合方法

① 試合は IJFス ポーツ・運営規定および IJF試合審判規定に則り行われる。

② 体重区分は男女各 7階級とする。

13.柔道衣

:JF規定に準じる。

14.ゼッケン

柔道衣の背につけるゼッケンは主催者が用意し、12月 3日・4日 に縫い付ける。

試合者は、前大会で使用したゼッケンを外した柔道衣を用意すること。

15.計  量

① 公式計量はそれぞれの試合が行われる前日の 20:00～ 20:30の間、東京 ドームホテルにて行われる。

② 公式計量に先立つ 30分間、選手は公式計量に使用される同じ秤で体重をチェックすることができる。

16.抽  選



試合の組合せ抽選は 12月 4日 (木)14:∞ より、東京 ドームホテルにて行われる。

17.表  彰

各階級第 3位までの入賞者を表彰する。

18.賞  金

各階級第 3位までの入賞者に賞金が授与される。 (優勝者 5,0∞uSドル、2位 3,∞OUSド ル、3位 1,5∞USドル)

19.IDカ ー ド

各国チーム役員に発給される IDカー ドは下記の通りとする。

① 選手 1～4名 :役員 4名まで

② 選手 5～ 9名 :役員6名 まで

③ 選手 10名以上 :役員7名 まで

なお、上記の数を超えた場合、役員1名 につき100ユーロ (3日間分)の手数料がかかる。

20.ドーピング・コントロール

WADAお よび IJFの規則に則り、ドーピングロコントロールを実施する。

21.保  険

各国/地域連盟は、それぞれの国/地域を出発して帰るまでの間、参加者の疾病、傷害、事故に関する保険ならびに法

的責任に対し、全責任を負うものとする。

22.輸  送

招待期間中 (12月 3日 ～12月 8日 )の下記の輸送は主催者が準備する。

① 12月 3日・4日 の到着時ならびに 12月 8日 の帰国時の空港とホテル間の輸送.

② 12月 5日 ～7日 の東京 ドームホテルと試合会場 (東京体育館)間の輸送。

23.ホテル

IJF役員

ザ・キャピトルホテル東急      〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-10-3 丁EL03… 3503-0109

審判員

東京 ドームホテル          〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61   丁EL03-5805-2111

選手団

東京 ドームホテル          〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61   丁EL03-5805-2111

東急ステイ水道橋          〒101-0061 東京都千代田区三崎町 1-1-12 丁EL03-3293-0109

ウイングインターナショナル後楽園  〒112-0033 東京都文京区本郷 1-25-1l  TEL03-5804-1011

24. エント:り ……

参加を希望する各国/地域連盟は、参加者の氏名、階級を平成 26年 11月 14日 までに IJFホームページからオンライ

ンレジストレーションを行うこと。

25.大会事務局

グランドスラム 2014大会事務局

〒112-0003東京都文京区春日1-16-30講道館内

TEL03-3818-41 99    FAX03-3812-3995

26.その他

国際合同合宿

大会終了後、12月 8日 (月 )～ 11日 (木)の期間、男子は講道館、女子は味の素ナショナルトレーニングセンターにお

いて国際合同合宿を行う。



名称 柔道グランドスラム東京2014

開催日 2014年 12月 5(金)～ 12月 7日 (日 ) 開場9:00 言式合開始 10:00(時間は予定 )

スケジュール 12月 5日 (金 ) 男子6 0kg級  ・ 6 6kg級  /  女子4 8kg級・ 5 2kg級  ・ 5 7kg級

12月 6日 (土 ) 男子7 3kg級  ・ 8 1kg級  /  女子6 3kg級 0 7 0kg級

12月 7日 (日 ) 男子9 0kg級  0 1 0 0kg級 ・ 1 0 0kg超級 /  女子フ8 kg級 0 7 8kg超級

会場 東京体育館   (」 R総武線 千駄ケ谷駅、都営大江戸線 国立競技場融 4出口 出てすぐ)

入場料金

(前売/当日)

アリーナ指定席 1700円 /1900円

スタン ド指定席 1200円 /1400円

スタンド自由席 無料

主催 I]F(国 際柔道連盟 )

主 管 公益財団法人 全日本柔道連盟

特別後援 株式会社テレビ東京 /公益財団法人請道館

特別協賛 調整中

チケット取り扱い 【一般発売】 ■1月 1日 (土)10:00～

□―ソンチケツト 0570-084-003(Lコード34508)

http:〃 :―Jke.COm/

チケットびあ     0570-02-9999(Pコ ……ド827-777)

http://ticket,pia.jp/pia/tiCketlnforrnation,do?eventCd=14490298trlsCd=001

e+(イープラス) http:〃ep:us.Jp/(パ ソコン・携帯)

備 考

3歳以下無料・但しお席が必要な場合は有料となります。

3階スタンド席は自由席となります。

お問い合わせ 柔道グラン ドスラム事務局  03-3431-9909(平 日 11:00～ 18100)


