
全日本柔道選手権大会の試合価値についての一考察

瀧　本　　　誠

１．序論

　1948年（昭和23年）５月２日、第１回全日本柔道選手権大会が東京・水道橋

の旧講道館で開催された。

　講道館主催、毎日新聞社後援「全日本柔道選手権大会」は５月２日午前の十

年祭式典に引き続き、午後一時から講道館で華々しく催された。

　「終戦後、四ケ年の歳月を経たが、今日迄全国の柔道人が一堂に会すること

はなかった。故師範十年祭に全国から相集まり互に久闊を辞し、平和日本の再

建について語り合ふ機会を得たことは深い喜びである。今日は故師範を記念す

る為に大会が催され、全国各地から選手が集ったが或る地方からは実力が充分

でないが、優秀人が、或る県では五十歳以上の高段者が出場してゐる。これは

まことに楽しんで柔道をするスポーツ精神にかなったものであり、又講道館柔

道の精神でもある。今大会は全国の人々を集め、最高を決定する充実したもの

で、花も実もある豪華版である。何とぞ選手は自重して、スポーツ精神にかなっ

た試合をやり、有終の美をとげて貰ひたい。」1）

　

　と初代会長・嘉納履正が第１回全日本柔道選手権大会開催にあたり、要旨・

式辞を述べ観衆に多大の感銘を与えたと記録がある。

　1965年（昭和40年）には前年の東京オリンピック大会に続き、日本武道館で

開催されるようになった。第１回大会から69回に亘り「真の柔道日本一（体重

無差別）」を決定する大会として定着し、日本柔道の頂点を目指す大会として

位置付けられている。
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　1993年以降、世界柔道選手権大会・オリンピック大会の100kg超級（1996年

までは95kg超級・無差別級）の選手選考を兼ねた大会になった。大会の優勝者

はその年に開催される世界柔道選手権大会又は、オリンピック大会の選手に選

考・代表選出されてきた。全日本柔道選手権大会は日本人柔道家には「柔道三

冠」と称され、世界柔道選手権大会、オリンピック大会と同様、もしくは２大

会以上に重要な大会として知られている。　　　　

　現在も柔道に携わる元出場選手や柔道指導者は「柔道で一番権威のある大

会」、「全日本選手権は、威厳と伝統のある大会」、「何よりも特別な大会」2）と話

をされている。多くの柔道に携わる人にとって全日本柔道選手権大会とは柔道

の原点となる特別な大会である。

　国際柔道連盟（以下「IJF」）が、2008年10月タイ・バンコクで開催された理

事会において国際ランキングシステム（世界ランキング制度）と世界各地で開

催するグランプリシリーズを 2009年１月から導入することを決定し、直後に

開催された臨時総会でこれを承認された。

　世界ランキング制度導入の背景は以下、二つの理由が上げられる。

１．世界ランキング制度を導入することで競技者同士の実力を客観的に評価で

きる。ランキングされるには、各種国際大会でポイントを獲得する必要が

ある。

２．商業ベースへ乗せる狙いがある。各国際大会にランクを付け、複数の優勝

者を定期的に輩出することで各大会を盛り上げ優勝者には賞金を出して、

テレビの放映権料を増大させること。

　従来、オリンピック大会の出場権は国別に与えられてきた。しかしこの世界

ランキング制度はテニスやフィギュアスケート、ボクシングと同様、IJF が国

際大会を格付けし、大会の成績に応じて選手にポイントを与える。獲得したポ

イント数に応じてオリンピック出場の権利を選手個人が獲得することになる。

（ランキングに届かない国・地域に対しては、５大陸ごとに別途出場枠が設け
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られている。）2）

　日本の従来の代表選手選考は、階級ごとに出場権を獲得し、その後は国内で

の選考方法に委ねられた。また国内におけるオリンピック・世界選手権代表選

手選考は過去の実績を重視する傾向にあった。過去に一部の選手が代表選考会

で負けたものの、実績を評価されてオリンピック代表選手に選出をされた。こ

のような選手選考結果は憶測を生み、選考基準の十分な内容説明となっていな

い。その為 ,各国際大会をポイント化し、例え過去に大きな実績を残した選手

とはいえ、各国際大会で成績を残してポイントを獲得して、ランキングに入る

必要が出てきた。実績重視の選考方法を見直す機会となった。但しその半面、

いかに実績・実力があっても怪我・出産などで国際大会に出られない時期があ

れば代表選考で大きく不利になる。

　それにより日本国内における選手選考試合に大きく影響することとなった。

以上のことから、今後、ポイントを獲得するために国内外の試合に選手は出場

し続けることになった。

　そのことで体重別の大会が重要視され、柔道の醍醐味である体重無差別の大

会が軽視されつつあり、「真の柔道日本一」を目指す選手が少なくなってきて

いるのが現状だ。

　全日本柔道連盟は、2000年（平成12年）より世界選手権大会・オリンピック

大会の優勝者に次年度の全日本柔道選手権大会への推薦での出場権を与えて

いる。これにより体重の軽い選手にも全日本柔道選手権大会への出場が容易に

なってきた。しかし、出場権を手にしても出場辞退する選手が多く、大会は今

まで通り体重の重たい選手が多数を占めている。特に男子－60Kg級、－66Kg級、

－73Kg級以下の選手は出場権があるにも関わらず、該当する選手の多くは全

日本選手権大会欠場を早々に表明している。

－ 23 －



　また、2012年（平成24年）には前年の全日本選手権優勝者・穴井隆将選手は

同年に行われるオリンピック・ロンドン大会に出場を優先する為に、全日本柔

道選手権大会欠場を表明。理由は、「オリンピック大会に集中する為」であった。

　こうしたことから、今では全日本柔道選手権大会という「真の日本一」を決

定する最高峰の大会では無くなりつつある。体重別の大会を重視し、柔道選手

にとってオリンピック大会が最大の目標に変わってきているのが実情である。

　本研究では、選手の試合に対する意識調査を行い、試合の価値について分析・

考察を行うものとする。また無差別で試合をする全日本柔道選手権大会より、

体重別で行われるオリンピック大会を重視する意識がどのような背景で変遷し

たかを検討することを目的とする。
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以上のことから、今後、ポイントを獲得するために国内外の試合に選手は出場し続ける

ことになった。	 

	 そのことで体重別の大会が重要視され、柔道の醍醐味である体重無差別の大会が軽視

されつつあり、「真の柔道日本一」を目指す選手が少なくなってきているのが現状だ。	 

	 全日本柔道連盟は、2000 年（平成 12 年）より世界選手権大会・オリンピック大会の

優勝者に次年度の全日本柔道選手権大会への推薦での出場権を与えている。これにより

体重の軽い選手にも全日本柔道選手権大会への出場が容易になってきた。しかし、出場

権を手にしても出場辞退する選手が多く、大会は今まで通り体重の重たい選手が多数を

占めている。特に男子-60Kg 級、-66Kg 級、-73Kg 級以下の選手は出場権があるにも関

わらず、該当する選手の多くは全日本選手権大会欠場を早々に表明している。	 

	 	 

表 1：世界選手権大会・オリンピック大会の優勝者で次年度全日本柔道選手権出場権獲得者	 

	 	 	 赤字は次年度全日本柔道選手権大会欠場	 

年	 大会	 都市	 優勝選手名	 

1999	 世界選手権大会	 バーミンガム・英	 吉田秀彦	 井上康生	 篠原信一	 

2000	 オリンピック大会	 シドニー・豪	 井上康生	 野村忠宏	 瀧本誠	 

2001	 世界選手権大会	 ミュンヘン・独	 井上康生	 

2003	 世界選手権大会	 大阪・日本	 井上康生	 棟田康幸	 鈴木桂治	 

2004	 オリンピック大会	 アテネ・ギリシャ	 野村忠宏	 内柴正人	 鈴木桂治	 

2005	 世界選手権大会	 カイロ・エジプト	 泉浩	 鈴木桂治	 

2007	 世界選手権大会	 リオ・ブラジル	 棟田康幸	 

2008	 オリンピック大会	 北京・中国	 内柴正人	 石井彗	 

2010	 世界選手権大会	 東京・日本	 
森下純平	 秋元啓之	 穴井隆将	 	 

上川大樹	 

2011	 世界選手権大会	 パリ・フランス	 海老沼匡	 中矢力	 

2013	 世界選手権大会	 リオ・ブラジル	 高藤直寿	 海老沼匡	 大野将平	 

2014	 世界選手権大会	 チェリャビンスク・ロシア	 海老沼匡	 中矢力	 

2015	 世界選手権大会	 アナスタ・カザフスタン	 大野将平	 永瀬貴規	 羽賀龍之介	 

2016	 オリンピック大会	 リオ・ブラジル	 大野将平	 ベイカー茉秋 

近代柔道³⁾より資料参照筆者作成	 

	 

	 

表 1：世界選手権大会・オリンピック大会の優勝者で次年度全日本柔道選手権

出場権獲得者（※赤字は次年度全日本柔道選手権大会欠場）



２．調査方法

①アンケート調査

　東京都学生柔道連盟に所属し、毎年全日本学生優勝大会に出場する大学の柔

道部男子学生にアンケート調査を行った。

　調査人数116名（内、有効回答数111名）。

②文献調査

　IJF のホームページ、国内にある柔道専門書・資料を中心に文献調査を行っ

た。

　①アンケート調査質問事項は以下の通りである。

　（1）あなたの考える一番価値のある大会はなんですか。

　（2）（1）の回答を選んだ理由はなんですか。

　（3）あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、憧れていた

全日本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き（又は推薦で）、事前

に本大会出場を決めていました。体重無差別ということもあり、ケガ等の

リスクも懸念されます。あなたは出場しますか。

　（4）（3）の回答に「出場しない」と答えた人に伺います。問 3の理由を答えて

ください。

　（5）「柔道」という武道はどんなことに価値があると思いますか。
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3. 調査結果	 

	 

①	 アンケート調査の結果、以下のような回答があった。	 

	 

	 

	 

9件	 
2件	 

68件	 

1件	 

0件	 

4件	 

5件	 

9件	 
	 
	 

1件	 1件	 

問1：あなたの考える一番価値のある大会はなんですか。	 

全日本選手権大会	 

世界柔道選手権大会	 

オリンピック大会	 

グランドスラム大会	 

アジア選手権大会	 

講道館杯日本体重別選手権大会	 

全日本選抜体重別選手権大会	 

全日本学生大会	 

どの大会も価値はない	 

その他	 

35件	 

30件	 

29件	 

6件	 

0	 

6件	 

8件	 

12件	 
問2：問1を選んだ理由（複数回答可）	 

選手でいる間は常に出場・優勝を目
指している	 

柔道を始めた頃からの夢	 

好きな選手の活躍を見たから	 

賞金・報酬の為	 

就職に有利だから	 

テレビ中継されるから	 

自分の知名度が上がるから	 

強い選手と勝負ができるから	 

その他	 

問１　あなたの考える一番価値のある大会は何ですか。

3. 調査結果	 

	 

①	 アンケート調査の結果、以下のような回答があった。	 

	 

	 

	 

9件	 
2件	 

68件	 

1件	 

0件	 

4件	 

5件	 

9件	 
	 
	 

1件	 1件	 

問1：あなたの考える一番価値のある大会はなんですか。	 

全日本選手権大会	 

世界柔道選手権大会	 

オリンピック大会	 

グランドスラム大会	 

アジア選手権大会	 

講道館杯日本体重別選手権大会	 

全日本選抜体重別選手権大会	 

全日本学生大会	 

どの大会も価値はない	 

その他	 

35件	 

30件	 

29件	 

6件	 

0	 

6件	 

8件	 

12件	 
問2：問1を選んだ理由（複数回答可）	 

選手でいる間は常に出場・優勝を目
指している	 

柔道を始めた頃からの夢	 

好きな選手の活躍を見たから	 

賞金・報酬の為	 

就職に有利だから	 

テレビ中継されるから	 

自分の知名度が上がるから	 

強い選手と勝負ができるから	 

その他	 

問２　問１を選んだ理由（複数回答可）

３．調査結果

　①アンケート調査の結果、以下のような回答があった。
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74件	 

37件	 

問３：	 あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、
憧れていた全日本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き　　
（又は推薦で）、事前に本大会出場を決めていました。体重無差別
ということもあり、ケガ等のリスクも懸念されます。あなたは出場
しますか。	 

出場する	 

出場しない	 

25件	 

1件	 

0	 

4件	 

8件	 

1件	 0	 

問４：問3の理由を答えてください。（複数回答可）	 

大きな怪我をしてオリンピッ
クに出場ができなくなるから	 

無差別には興味がない	 

どうせ出場しても優勝できな
いから	 

憧れがない	 

体重別を優先したい	 

賞金・報酬がない	 

その他	 

問３　あなたはオリンピック日本代表に選出されました。

しかし、憧れていた全日本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き

（又は推薦で）、事前に本大会出場を決めていました。体重無差別という

こともあり、ケガ等のリスクも懸念されます。あなたは出場しますか。

問４　問３の理由を答えてください。（複数回答可）

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

74件	 

37件	 

問３：	 あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、
憧れていた全日本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き　　
（又は推薦で）、事前に本大会出場を決めていました。体重無差別
ということもあり、ケガ等のリスクも懸念されます。あなたは出場
しますか。	 

出場する	 

出場しない	 

25件	 

1件	 

0	 

4件	 

8件	 

1件	 0	 

問４：問3の理由を答えてください。（複数回答可）	 

大きな怪我をしてオリンピッ
クに出場ができなくなるから	 

無差別には興味がない	 

どうせ出場しても優勝できな
いから	 

憧れがない	 

体重別を優先したい	 

賞金・報酬がない	 

その他	 



　①アンケート調査に関して、問１の「一番価値のある大会は」の質問に対し

てやはりオリンピック大会69件、全日本選手権大会９件、世界選手権大会２件

となった。やはりメディア等でも盛んに取り上げられる、オリンピック大会に

価値があるとの回答が多数であった。

　問２の「問１で回答した理由は」は「選手でいる間は常出場・優勝を目指し

ている」、「柔道を始めた頃からの夢であった」、「好きな選手が活躍しているの

をみたから」の回答が多かった。

　問３の「あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、憧れて

いた全日本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き（又は推薦で）、事前

に本大会出場を決めていました。体重無差別ということもあり、ケガ等のリス

クも懸念されます。あなたは出場しますか」は全体の約 3 割が「出場しない」

という回答であった。

　問４の「問３の理由は」については、「大きな怪我をしてオリンピック大会

に出場できなくなるから」や「体重別を優先したい」との回答が多かった。

　

　②文献調査の結果、体重別大会が重視される要因が明らかとなった。

　IJF はワールドツアー 4）と呼ばれる国際大会を主催し、2009年には世界25都
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	 ①アンケート調査に関して、問 1 の「一番価値のある大会は」の質問に対してやはり

オリンピック大会 69 件、全日本選手権大会 9 件、世界選手権大会 2 件となった。やは

りメディア等でも盛んに取り上げられる、オリンピック大会に価値があるとの回答が多

数であった。	 

	 問 2 の「問 1 で回答した理由は」は「選手でいる間は常出場・優勝を目指している」、

「柔道を始めた頃からの夢であった」、「好きな選手が活躍しているのをみたから」の回

答が多かった。	 

	 問 3 の「あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、憧れていた全日

本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き（又は推薦で）、事前に本大会出場を決

めていました。体重無差別ということもあり、ケガ等のリスクも懸念されます。あなた

は出場しますか」は全体の約 3 割が「出場しない」という回答であった。	 

	 問 4 の「問 3 の理由は」については、「大きな怪我をしてオリンピック大会に出場で

きなくなるから」や「体重別を優先したい」との回答が多かった。	 

	 	 

	 ②文献調査の結果、体重別大会が重視される要因が明らかとなった。	 

IJF はワールドツアー⁴⁾と呼ばれる国際大会を主催し、2009 年には世界 25 都市 20 試

合。2010 年には 34 都市 26 試合、2016 年には 33 都市 34 試合を開催。年間の試合数は

77件	 

60件	 
61件	 

20件	 

15件	 1件	 3件	 

問５：	 「柔道」という武道はどんなことに価値があると思い
ますか。(複数回答可）	 

人間教育としての柔道	 

身体的な強さが身に付く	 

精神的な強さ	 

日本の文化としての価値	 

オリンピックのメダルや国際
大会での勝利	 
価値はない	 

その他	 

問５　「柔道」という武道はどんなことに価値があると思いますか。

（複数回答可）　

	 

	 

	 

	 

	 

	 ①アンケート調査に関して、問 1 の「一番価値のある大会は」の質問に対してやはり

オリンピック大会 69 件、全日本選手権大会 9 件、世界選手権大会 2 件となった。やは

りメディア等でも盛んに取り上げられる、オリンピック大会に価値があるとの回答が多

数であった。	 

	 問 2 の「問 1 で回答した理由は」は「選手でいる間は常出場・優勝を目指している」、

「柔道を始めた頃からの夢であった」、「好きな選手が活躍しているのをみたから」の回

答が多かった。	 

	 問 3 の「あなたはオリンピック日本代表に選出されました。しかし、憧れていた全日

本選手権大会（無差別）の地区予選を勝ち抜き（又は推薦で）、事前に本大会出場を決

めていました。体重無差別ということもあり、ケガ等のリスクも懸念されます。あなた

は出場しますか」は全体の約 3 割が「出場しない」という回答であった。	 

	 問 4 の「問 3 の理由は」については、「大きな怪我をしてオリンピック大会に出場で

きなくなるから」や「体重別を優先したい」との回答が多かった。	 

	 	 

	 ②文献調査の結果、体重別大会が重視される要因が明らかとなった。	 

IJF はワールドツアー⁴⁾と呼ばれる国際大会を主催し、2009 年には世界 25 都市 20 試

合。2010 年には 34 都市 26 試合、2016 年には 33 都市 34 試合を開催。年間の試合数は

77件	 

60件	 
61件	 

20件	 

15件	 1件	 3件	 

問５：	 「柔道」という武道はどんなことに価値があると思い
ますか。(複数回答可）	 

人間教育としての柔道	 

身体的な強さが身に付く	 

精神的な強さ	 

日本の文化としての価値	 

オリンピックのメダルや国際
大会での勝利	 
価値はない	 

その他	 



市20試合。2010年には34都市26試合、2016年には33都市34試合を開催。年間の

試合数は増加傾向にある。

　それぞれの大会と獲得できるポイントの配分は次の通りである。

■　グランドスラム大会

　年間５大会でフランス（パリ）、アゼルバイジャン（バグー）、ロシア（チュ

メニ）、UAE アラブ首長国連邦（アブダビ）、日本（東京）が行われる。大会

に出場する為には段位を有しており尚且つ、ジュニア、シニアの世界選手権か

大陸選手権、あるいは過去 2年の間にコンチネンタルオープンに１度は出場し

ていることが最低限の参加条件となる。主催国からは各階級４名、主催国以外

からは２名まで選手を参加させることが出来る。但し、主催国から出場した選

手の場合、上位に位置した２名までしかポイントは付与されない（主催国で出

場した選手のうち、優勝と３位２名という結果になった場合は、３位になった

２名のうち直前のランキングが上位だった方にポイントが与えられることにな

る）。優勝者に4000ドル、そのコーチに1000ドル、２位に2400ドル、そのコー

チに600ドル、３位に1200ドル、そのコーチに300ドル授与される。

■　グランプリ大会

　年間５大会でドイツ（ハンブルグ）、チュニジア（チュニス）、アメリカ（都

市未定）、中国（北京）アラブ首長国連邦（アブダビ）が開催。出場権などは

グランドスラム大会同様。

■　ワールドカップ大会

　年間18大会でグルジア（トビリシ）、オーストリア（ウィーン）、チェコ（プ

ラハ）、アゼルバイジャン（バワー）、モンゴル（ウランバートル）等で開催。

各国４名まで出場でき、全ての選手にポイントが加算される。

■　マスターズ大会

　世界ランキング上位15位＋開催国１名のみが出場することができる。

全日本柔道選手権大会の試合価値についての一考察

－ 29 －



表２　各大会で獲得出来るポイント

POINT Ｗ杯
オセアニア

大陸選手権

各大陸

選手権
グランプリ

グランド

スラム
マスターズ 世界選手権 オリンピック

１位 100 80 180 200 300 400 500 600

２位 60 48 108 120 180 240 300 360

３位 40 32 72 80 120 160 200 240

５位 20 16 36 40 60 80 100 120

７位 16 12 28 / / / 80 96

ベスト16 12 12 20 24 36 / 60 72

ベスト32 8 8 12 16 24 / 40 48

初戦敗退 4 4 8 8 12 / 20 24

参加点 / / / / / / 10 /

　男子各階級のランキング上位22か国がオリンピック大会への出場権が与えら

れる。女子はランキング上位14か国までと決められており、ランキング内に同

じ国の選手が複数含まれる場合は出場枠を満たすまで繰り下げられる。出場１

カ国１代表の原則は変わらない。ただしランキング内に同じ国の選手が複数含

まれる場合、選考はその国に委ねられる。

　IJF が世界ランキング制度導入後、全日本柔道連盟において「強化システム

に関する内規」5）を作成し、国内ポイントシステムを導入。国内ポイントシス

テムを代表選考の参考資料とし、大会結果と内容から総合的に判断するのを目

的として導入した。

図　国内ポイントシステム概要
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表3：国内大会ポイント一覧	  
 

	 	 	 

	 国内大会では講道館杯、選抜体重別、全日本選手権の3大会の結果により、それぞれ

ポイントが加算される。また世界選手権・オリンピック代表点として、前年のオリンピ

ック、或いは世界選手権大会の代表選手には、国内ポイントとして80点を付与する。	 	 	 

(2名派遣される階級は、最初に代表が決定した選手に80点、次の選手に56点を付与する。

同時に発表された場合は両選手に80点を付与する)	  	 

	 

	 

順位	 ％	 代表点	 講道館杯	 選抜体重別	 全日本選手権	 

１位	 100	 80	 80	 100	 100	 

２位	 70	 56	 56	 70	 70	 

３位	 50	 /	 40	 50	 50	 

５位	 36	 /	 /	 /	 36	 



表３　国内大会ポイント一覧

順位 ％ 代表点 講道館杯 選抜体重別 全日本選手権

１位 100 80 80 100 100

２位 70 56 56 70 70

３位 50 / 40 50 50

５位 36 / / / 36

　国内大会では講道館杯、選抜体重別、全日本選手権の３大会の結果により、

それぞれポイントが加算される。また世界選手権・オリンピック代表点として、

前年のオリンピック、或いは世界選手権大会の代表選手には、国内ポイントと

して80点を付与する。（２名派遣される階級は、最初に代表が決定した選手に

80点、次の選手に56点を付与する。同時に発表された場合は両選手に80点を付

与する） 

表４　国際大会勝利ポイント・レベル固定大会

順位 ％ マスターズ 世界選手権 オリンピック

１位 100 140 180 200

２位 70 98 126 140

３位 50 70 90 100

５位 36 50 65 72

７位 26 / 47 52

1/16 位 16 / 29 32

1/32 位 12 / 22 24

１勝利 10 / 18 20

　レベル固定大会における勝利ポイントはオリンピック大会、世界選手権大会、

マスターズ大会の３大会に関しては出場選手のレベルに関わらず、勝利ポイン

トが与えられる。　　　　　　　　　　　　　　

　レベル変動大会の格付け方法及び勝利ポイント、各種国際大会において、シー

ドされる８名、或いは４名の世界ランキングの平均をもとに各種大会の格付け

が行われ、そのレベルに応じて勝利ポイントが変動する。 

（1）出場選手の上位８名（日本人選手を除く）ランキングの平均により大会を

Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄの４段階に格付けを行う。

（2）アジア選手権大会・東アジア選手権大会では出場国が限定されていること
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を考慮して、上位４人のランキング平均により格付けを行う。

（3） IJF ランキングシステムポイント対象外の大会、及び世界ジュニア選手権

大会は一律Ｄレベルとする。

表５　国際大会勝利ポイント・レベル変動大会

順位 ％ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

１位 100 40 60 80 100

２位 70 28 42 56 70

３位 50 20 30 40 50

５位 36 / 22 29 36

７位 26 / / 21 26

1/16 位 16 / / / 16

レベル判定基準について

・　毎年度、６月１日に各階級の担当コーチがワールドランキング表を基に

Ａ〜Ｄ区分の割合を決定する。

・　その後、１年間の試合レベルについてはその基準が採用される。

表６　強豪選手対戦勝利加点

大会名 点数

マスターズ優勝者 10

世界選手権優勝者 15

オリンピック優勝者 20

　有力選手勝利ポイント: オリンピック、世界選手権、マスターズのチャンピオ

ン（過去４年間）に勝利した場合に勝利ポイントが別途加算される。（団体戦で

階級が異なる選手に対しての勝利については、加算しない） 

表７　国際大会勝利ポイント団体戦

大会名 点数

世界選手権大会 20点×勝利数

アジア大会、アジア選手権大会 15点×勝利数

ユニバーシアード、世界ジュニア、東アジア大会 10点×勝利数
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・これらのポイントを２年間集計し、直近の１年間は 100％、その前の１年間

を50％として加算する。国際大会については点数の良いものから上位８大会

を加算する。また、併せてポイント獲得率も計算し、それぞれの大会で獲得

できるポイントの内、何％を獲得したかを算出して指標とする。

・選手選考の参考資料として活用するので、この点数の数値だけによって決ま

るものではない。

４．考察

　アンケート調査の結果を踏まえ、現在の選手は全日本柔道選手権大会という

「真の柔道日本一（無差別）」よりも体重別を優先し、オリンピック大会を最大

の目標にしている選手の多いことが明らかになった。その為、本来体重無差別

で行われた競技が 1964 年東京オリンピック大会で体重別（４階級）が導入さ

れ以降、体重別が主流となりオリンピック大会が選手の最大の目標に変わった。

選手も体重別を優先している為、特に軽量級の選手は怪我等のリスクを伴う無

差別の試合を回避する傾向にあり、全日本柔道選手権大会は体重別の重量級の

試合と違いはない。

　1964年に東京オリンピックに出場・優勝した選手の話 1）で「全日本柔道選

手権大会は一番の大会であった。その為に柔道をしていた。優勝なんて考えた

こともない。全日本優勝が最大の喜びであった。全日本優勝が世界一と思って

いた。」とある。「全日本」の存在感は当時の選手たちにとっては憧れの大会で

あった。

　文献調査では国際ランキングシステム導入に伴い、国際大会の数が増加、ポ

イントを獲得する為に選手は世界各地を転戦することとなった。そのことによ

り IJF がこのシステムを導入した背景に「各国際大会にランクを付け、複数の

優勝者を定期的に輩出することで各大会を盛り上げ、優勝者には賞金を出して、

テレビの放映権料を増大させること」とある。世界各都市でハイレベルな試合

を行い、観客の期待や、テレビ視聴率を上げ、柔道の商品価値を高めたいとい

う思惑がある。また、今までは賞金大会が日本においてアマチュアリズムがあ
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る背景から公に認められていなかった。選手はポイントを獲得する以外にも賞

金というものから、試合に対するモチベーションを高く維持していけるように

なった。

　しかし選手は、オリンピック大会出場を目指し、常に試合に国際大会に出場

してポイントを獲得しなければいけない。多くの選手が、「国内大会との併用

でスケジュール的に厳しい」や「体調管理や怪我等に不安がある」2）などネガ

ティブな意見が多かった。また、「現場指導者から不安」や「ベテラン選手に

は厳しい制度」2）という意見もあった。ランキング制度導入の前後期間を比較

しても試合が増え、明らかに選手の長距離移動での疲労や体重管理等の負担が

増えている。

　また国際大会によっては最低限のポイント稼ぎに来ている選手も存在し、と

てもハイレベルとはいえない大会もある。

　国内の代表選手選考については全日本柔道連盟において「強化システムに関

する内規」を作成し、日本独自の国内ポイントシステムを作成、全てがポイン

トで決定される訳ではないが、選考の為の大きな指標になる。また目で見て分

かる為、大きな反対意見等も出されないと思われる。

　これらのことを踏まえ、以前よりも国内外の体重別の試合が増加し、近年オ

リンピック大会の注目度が増す中、選手はオリンピック大会を目指すのは必然

である。2020年に東京でオリンピック・パラリンピック大会が開催されること

が決定し、日本国内では大きな盛り上がりを見せている。地元開催のオリンピッ

クに出場・優勝を望む選手も多い。その中でオリンピック大会に出場する為に

はまず、出場権内の世界ランキング22位（女子は16位）までに入っておくこと

が重要・最低条件である。その為には怪我をせずに国際大会でコンスタントに

結果が求められる。そうなると自ずと、「全日本柔道選手権大会優勝」より体

重別大会優先ということになる。

　アンケート結果からもわかるように、オリンピック大会に憧れて柔道を始め

ている選手も多い。

　今後も、全日本柔道選手権大会の出場権を持っていても、特に軽い階級（－

60Kg以下級、－66Kg以下級、－73Kg級）の選手が重要な体重別の大会前に全
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日本柔道選手権大会があれば欠場するのと考えられる。

　また全日本柔道選手権大会を国内代表選手選考試合にするのではなく、誰も

が憧れる「真の日本一」を決める大会であって欲しいと願う。

５．まとめ

　本研究は、全日本柔道選手権大会が今後も「権威」のある大会として語られ、

常に価値のある大会として日本の柔道人の誰もが目指す大会であり、さらなる

発展に寄与することを目的とした。

　アンケート調査では現在、オリンピック出場を目標としている選手が体重無

差別の全日本柔道選手権大会より体重別大会を優先している選手も多く存在す

ることが分かった。

　文献調査では、IJF の試合システムやオリンピック出場に関して大きな変更

があり、体重別の国際大会増加に繋がっている。それにより体重別大会を優先

し、怪我のリスクを負ってまで無差別の試合に出場する選手も少なくなってき

ていることが分かった。

　全日本柔道選手権大会は柔道の長い歴史において、体重も関係なく無差別で

争う唯一の大会として柔道本来の姿がある。柔道の原点とも言える全日本柔道

選手権大会は誰もが目指す大会であると考える。
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