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The 10 Principles 
1. Equity and equality in society and sport 
2. Facilities 
3. School and youth sport 
4. Developing participation 
5. High performance sport
6. Leadership in sport 
7. Education, training and development 
8. Sport information and research 
9. Resources 
10. Domestic and international cooperation

https://iwgwomenandsport.org

10原則
1. 社会・スポーツにおける公正と平等
2. 設備
3. 学校と⻘少年のスポーツ
4. 参加増⼤
5. ハイパフォーマンススポーツ
6. スポーツにおけるリーダーシップ
7. 教育、トレーニング、発展
8. スポーツに関する情報と研究
9. 資産・資源
10.国内外の協⼒



Brighton Plus Helsinki 2014 Declaration
PLEDGE: 
In recognition of the important role that sport and physical activity plays in the lives of girls and 
women, we the above commit our organisation to the 10 Principles of the Brighton plus Helsinki 
2014 Declaration on Women & Sport. Our organisation will work toward fulfilling the Principles, 
so women and girls have equity of opportunity to participate, compete and build careers within 
our organisation and sporting system. 

We share the vision of the International Working Group on Women & Sport: to create “a 
sustainable sporting culture based on gender equality that enables and values the full 
involvement of girls and women in every aspect of sport & physical 
activity.” 



Brighton Plus Helsinki 2014 Declaration
ブライトン・プラス・ヘルシンキ2014宣⾔
誓約：
スポーツが⼥性の⼈⽣や⽣活において重要な役割を果たすという認識に基づき、私たちの組織は、2014年
に「ブライトン・プラス・ヘルシンキ2014宣⾔」に署名しました。この宣⾔に基づき、⼥性が組織やス
ポーツに関わる制度の中で、参加や将棋やキャリア育成に関する平等な機会を提供しています。

そして、国際⼥性スポーツワーキンググループ「スポーツのあらゆる⾯で⼥性の参画を可能にする持続可
能な⽂化」を作り上げていくためのビジョンを共有し展開していきます。



Dr Etsuko Ogasawara
Asian representative
International Working Group on Women and Sport 

国際⼥性スポーツワーキンググループ
アジア代表 ⼩笠原悦⼦⽒



Lisa ALLAN (GBR) Rozalia-Ibolya BIRO (ROU) Sanda CORAK (CRO) Kate CORKERY (AUS)

Larisa KISS (HUN/ROU) Estony PRIDGEON (BOT) Jean-Luc ROUGE (FRA) Salima SOUOAKRI (ALG)

Restructured in 2018: 8 members from 3 continents

2018年
に再構
成：3か
国から8
名の委
員を選
出



Equity is giving everyone 
what they need to be 
successful.

Equality is treating everyone 
the same.

Equity / Equality

エクイティー＝公正
全員が成功するように、各個⼈に必要なサポートを⾏うこと
例）ちょうどいいサイズの柔道⾐を全員に配布すること

イクアリティ―＝平等
全員に同じサポートを⾏うこと
（例）全員に柔道⾐を配布すること



Dr Sanda Čorak
Gender Equity Commission International Judo Federation 
President Croatian Judo

国際柔道連盟ジェンダー・エクイティー委員会
クロアチア柔道連盟会⻑
サンダ・コラク⽒



Statistics on women in judo: numbers are 
objective

Sanda Čorak
IJF Commission for Gender Equity

Croatian Judo Federation, President

⼥⼦柔道に関する統計：数字は客観的



What have we learned from 2018 conference ?
• Men and women have different historic paths in judo 
• Development led to gender equality during competition, but women are 

underrepresented in all other areas (a gap between share of women as 
competitors and share of women on other positions

• Small number of NJFs have undertaken activities regarding empowering women
in judo

WE CONCLUDED that IJF can make a further progress only in partnership with NJFs!



2018年カンファレンスの教訓
• 柔道において、男性と⼥性は異なる歴史を辿ってきた
• 試合内のジェンダー・エクイティーは達成されてきたが他の分野において⼥性は過⼩評価されてき
た。（⼥⼦選⼿数と⼥性役員数の差）

• ⼥性のエンパワーメント活動を⾏っている柔道連盟は少ない。

→カンファレンスでは、IJFの発展のためには各国柔道連盟との
連携が必須であるという結論に⾄った。



Where we are now? Indicators of women’s involvement in judo 

INDICATOR MEN WOMEN SHARE OF WOMEN in total (in
%)

Competitors (2018+2019) 11.071 5.539 33

Women contestants (Judobase) 25.199 11.887 32

All persons in Judobase 40.242 15.826 28

IJF referees 1.431 306 18

IJF Commissions’ members 229 35 13

NJFs presidents 170 12 6

IJF Executive Commission’s
members

23 1 4
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現状：柔道における⼥性関与の指数

指数
- 選⼿
- ⼥性のJudobase
登録

- Judobase登録
- IJF審判
- IJF委員メンバー
- 各国柔道連盟の
会⻑

- IJF理事メンバー



Dr Motoko Matsuda
Women’s Judo Promotion Commission
All Japan Judo Federation

全⽇本柔道連盟
⼥⼦柔道振興委員会 松⽥基⼦委員⻑



Women’s Judo for Future Generations in Japan
Motoko MATSUDA (Ph.D.)

Chairman of Women’s Judo Promotion Committee 
All Japan Judo Federation

環境整備、ロールモデル育成、そして未来と若い世代へつなぐ⼥⼦柔道
―⽇本の事例ー



• Kodokan 6th Dan
• Ph.D. in Medicine
• Chairman of the Women’s Judo Promotion Committee, AJJF
• International “A” Referee License 
• Associate professor and women’s Judo team head coach of Osaka University of Health and Sport 

Science 

Motoko MATSUDA

松⽥基⼦
- 講道館⼥⼦六段
- 全⽇本柔道連盟⼥⼦柔道振興委員会委員⻑
- 博⼠（医学）
- IJFインターナショナル審判員
- ⼤阪体育⼤学准教授
- ⼤阪体育⼤学⼥⼦柔道部監督



1. Challenges of Girls and Women’s Judo in Japan

2. Mission and Activities of AJJF Women’s Judo Promotion Committee

Topics

1. ⽇本の⼥⼦柔道の現状と課題
2. 全⽇本柔道連盟⼥⼦柔道振興委員会の取組



World Judo Championships Tokyo 2019 Japan 
All Japan Women’s Team

2019世界柔道選
⼿権東京⼤会
全⽇本⼥⼦代表



Kaori Yamaguchi became the First Japanese female World 
Champion at the 1984 Vienna World Championships

1984年ウィーン世界選⼿権⼤会
⼭⼝⾹選⼿が⽇本⼈⼥⼦初の
世界チャンピオンに輝いた



Japan went on to produce many World and Olympic Champions 

⽇本⼥⼦柔道界からは⾕亮⼦選⼿をはじめとする多くのチャンピオンが誕⽣。
様々な国際⼤会で常に好成績を上げるまでに成⻑を遂げた。
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全⽇本柔道連盟登録者における男⼥⽐（2018年）
⼤学まで柔道を続けて来た⼥性たちがなぜ指導的な⽴場で柔道に関わり続けないのか？



Reasons Why Women Quit Judo After Retiring From Competition

Women’s Judo Promotion Committee carried out a questionnaire in 2017

Target: More than 300 women who practiced Judo in university 

Reasons
➀ Challenges of having a child and continuing Judo
➁ Work and Career Responsibilities
③ After moving due to marriage or work, there is little connection within 

the local Judo community 



競技者として柔道引退後に柔道と関わらない理由
2017年に⼥⼦柔道振興委員会が⾏ったアンケート調査

対象：学⽣時代に柔道部に所属していた⼥性300名以上
理由：
➀ ⼦育てとの両⽴が困難
➁ 仕事との両⽴が困難
③ 結婚等で居住地が変わり居住先の柔道連盟との繋がりが無い

⼥性の指導者や審判員が⾝近に存在せず、現役引退後の⾃分の姿がイメージしにくい



Reformation of the All Japan Judo Federation
- Put Women in Leadership Positions -

The first female executive board member were appointed in 2013
The first female vice-president was appointed in 2019

Women in the All Japan Judo Federation also make core decision

The talent and perspective of women is used for the federation’s progress and 
development 

全⽇本柔道連盟における改⾰
- 2013年に初めての⼥性理事、2019年に初めての⼥性副会⻑が誕⽣
- ⼥性も組織運営・重要決定に関わる重要なポストに就任



All Japan Judo Federation
Women’s Judo Promotion Committee

Mission
① Increasing the number of female judoka
② Increasing the number of women in leadership roles
③ Creating a better environment for female coaches and referees

Purpose
Enhancing the presence of women to develop Judo itself

Established in 2015



⼥⼦柔道振興委員会

2015年設⽴

⽬的：⼥⼦柔道をより活性化して、柔道界全体の発展に寄与する

ミッション：
①「⼥⼦柔道⼈⼝の拡⼤」
②「⼥性役員の登⽤推進」
③「⼥性指導者・審判員の活躍の場拡⼤および環境整備」



40 out of 47 regional judo federations have appointed women in board member 
position. Women are now beginning to assume decision-making positions in 
organizations

Appointing Women to Leadership Roles

⼥性役員の積極的な登⽤
47都道府県中40都府県において⼥性役員が就任



Creating a Better Environment
Day Care Service at Judo Events

Competitions organized by the All Japan Judo Federation have a free day care service
全⽇本柔道連盟主催の⼤会において、託児室が標準的に設置されるようになった。



“Career up Seminar” : Inspire and Motivate Young Women

Mission: Having women stay involved in Judo for their whole life
Guest Speakers: Female role models
Topics: - Brain storming

- Overcoming difficulties and barriers
- Continuing Judo with work and household



“Career up Seminar” : Inspire and Motivate Young Women

キャリアアップセミナー
⽬的：⼥性により⻑く柔道に関わってもらう
ゲストスピーカー：ロールモデル（⼥性指導者や⼥性審判員）
話題：ディスカッション、仕事や⼦育てとの両⽴⽅法など







Mr Yordanis Arencibia
Former Top Athlete
Coach
Cuba

Ms Idalys Ortiz, 
Top Athlete
Cuba

キューバ
元トップ選⼿・現コーチ
ヨルダニス・アレンシビア⽒

キューバ
トップ選⼿

イダリス・オルティス⽒











• INTERVENCIÓN DE IDALIS ORTIZ 

• イダリス・オルティス

• Agradezco una oportunidad como esta para compartir algunas ideas que han nacido de mis casi 
20 años practicando judo. Las mujeres en este deporte hemos demostrado que detrás de cada 
campeona o simplemente de cada practicante que entró a un tatami hay muchas historias por 
contar, tal y como las tienen nuestros antecesores del sexo masculino.

• このように、約20年間の柔道経験で生まれた自身のアイディアを共有する機会をいただ
いたことに感謝しています。女性柔道が始まった背景には、男性柔道が持つのと同じよ
うに、多くの物語があります。



• Empecé el judo en un pequeño gimnasio del municipio Candelaria, en la provincia de Pinar del 
Río, a unos 160 kilómetros de La Habana. Tenía 9 años y el primer entrenador Miguel Chamizo fue 
claro al explicarme en qué consistía este deporte: “mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho 
entrenamiento y un comportamiento ético ante la vida”. Y al final resumió: “en lo deportivo, se 
trata de proyectar a la gente y que no te tiren a ti”. Ambas cosas las he seguido al pie de la letra.

•
• 私は、ハバナから約160km離れたピナール・デル・リオ州のカンデラリア市の小さな道場
で柔道を始めました。9歳の私に、最初の先生であるミゲル・チャミゾ先生は、柔道が何
から成っているかを明確に説明してくれました。「柔道は、多くの規律、多くの努力、
多くのトレーニング、そして人生に対する倫理的な行動で成り立っているのだ」。そし
て彼はこう言いました。「スポーツは自分自身を投影することであり、他者を自分に映
し出そうとしてはいけない。」私はこの2つの言葉を大切に守りました。



• Tras aprender a romper caídas y algunas técnicas gané una competencia municipal al mes de 
haber llegado al gimnasio, pero no había concientizado que podía ser una gran deportista. Eso 
llegaría tiempo después cuando fui invitada a un tope con el equipo nacional que dirigía entonces 
el profesor Ronaldo Veitía. Era viernes y tenía 14 años. Había ganado el campeonato nacional 
juvenil.

• 道場に通い始めてから1か月後、受身といくつかの技を学んで頃に、私は市の大会で優勝
しましたが、まだ自分自身が素晴らしい選手になれることは予期もしませんでした。そ
の後しばらくしてから、ロナウド・ヴェイティア監督の率いるナショナルチームに招待
されました。それは、ユースの全国大会で優勝した14歳の時でした。



• El profesor Veitía me preguntó sin rodeos: ¿trajiste kimono? Y ahí mismo me puso a combatir. Mi 
hermana, que me acompañaba estaba nerviosa y me decía: “Idalis, ¿tú quieres estar aquí 
seguro?, vámonos, que esas mujeres están muy fuertes”. Al otro día ella regresaría a traerme 
ropas, pues la niña se quedó en el equipo nacional y desde entonces solo he vuelto a la casa solo 
de visita o vacaciones. Han pasado15 años desde entonces.

• ヴェイティア監督は私に柔道衣があるか尋ね、すぐに試合をさせました。私と一緒にい
た妹は緊張して私に尋ねました。「イダリス、あなたはここにいたいの？ここの女性柔
道選手はとても強い。」翌日、彼女は私に服を持ってきてくれました。なぜなら私は代
表チームに残ると決めたからです。それ以来、私は休暇ときだけ実家に帰りました。そ
れから15年が経ちました。



• Pero no son de medallas lo que más quiero hablar en estos minutos. El judo femenino en Cuba ha 
sido una escuela de valores humanos y cada una de las adolescentes, casi niñas, que llegamos a la 
elite mundial, recordamos que al principio nuestros padres y algunas personas en la sociedad no 
comprendían este deporte, que ayuda a romper barreras, que nos hace sentirnos más libres y 
también más sanos física y espiritualmente.

• しかし、これらのメダルの話は議事録のようなものであり、本日私がここで皆様にお話
ししたいことではありません。

• キューバにおいて、女子柔道は人間の価値観を教える学校であるといえます。多くの女
性や少女たちは、この柔道の本質について、当初、両親や社会の一部がまだ理解してい
なかったことを覚えています。柔道は、身体的そして精神的に、私たちを自由で健康的
な気分にさせるのです。



• Poco a poco, los resultados alcanzados por nuestro equipo superaron cuantitativamente los del equipo 
masculino en Cuba, primero a nivel de América y luego a nivel mundial y olímpico. Y eso demostró que 
teníamos las mismas posibilidades que ellos, que la práctica de este deporte no depende solo de ser fuerte 
físicamente, sino también mental. No se concentra solo en ser independiente y tener los músculos 
desarrollados, sino en asumir que esa fortaleza y libertad son capaces de lograr todos los objetivos que uno 
se proponga.

• 徐々に、私たち女子柔道チームが達成した結果は、キューバ男子柔道チームの結果を量的に超えま
した。最初はアメリカのレベルで、次に世界とオリンピックのレベルにおいてもでした。このこと
は、女性が男性と同じ可能性を秘めていること、そして、柔道における強さは、身体的な強さだけ
でなく精神的な強さにも依存しているということを示しました。このことは、筋肉を発達させるこ
とだけに焦点を当てるのではなく、強さと自由を持つことが、自分自身の設定するすべての目的を
達成できることに焦点を当てています。



• Luego vendría el estreno internacional en el torneo Villa del París, en Francia, en una fecha que recuerdo 
como si fuera hoy: 12 febrero del 2006. Allí perdí el primer combate ante una búlgara. Lo asumí tranquila, 
pero luego nunca más he perdido una primera pelea. Crecí como mujer, deportista y judoca. Llegaría la 
primera medalla olímpica en Beijing 2008 (bronce) y luego siete medallas mundiales, incluidos los oros del 
2013 y 2014. Como si fuera poco, disfruté al máximo la corona olímpica de Londres 2012 y una plata 
también brillante en Río de Janeiro 2016. 

• その後、フランスのビジャデルパリで開催された国際大会に出場しました。それは、2006年2月12
日のことですが、まるでそれが今日のことであったかのように鮮明に覚えています。私は初戦でブ
ルガリアの選手に敗退しました。このことは、私を選手として、柔道家として、そして1人の女性
として、強く成長させました。その後は二度と初戦で敗退することはありませんでした。2008年に
北京で初めてのオリンピック銅メダルを獲得し、その後世界選手権で計7つのメダルを獲得しまし
た。ロンドンオリンピックにも出場し、リオオリンピックでは美しく輝く銀メダルを獲得しました
。



• Gracias a nuestro ejemplo y al de muchas entrenadoras, los padres han ido entendido que las 
mujeres podemos participar en los deportes de combate, específicamente en judo, y no dejamos 
de ser bellas, a quienes nos gusta también la música, el baile, que nos regalen una flor o sentir el 
amor por nuestra pareja. 

• 私たち自身が示す結果や、多くの指導者たちのおかげで、子供の親たちは、女性が格闘
技、特に柔道に参加できることや、格闘技や柔道をしている女性も美しく、音楽やダン
スも好きであることをよく理解しています。

• Tener entrenadores hombres es otra de las cosas que ha ido cambiando con el tiempo y muchas 
de las judocas con medallas mundiales u olímpicas se han superado con estudios universitarios y 
hoy cumplen varias funciones.

• 男性指導者を持つことは時間の経過とともに変化することであると考えています。世界
選⼿権またはオリンピックのメダルを獲得した柔道選⼿の多くは、今日その機能を克服
しています。



• Quiero terminar mi intervención con dos anécdotas personales que reflejan este tema que estamos 
tratando. 

• 本日のスピーチを、これからお話しするジェンダー・エクイティに関する2つの個人的な逸話で締
めくくりたいと思います。

• En los Juegos Olímpicos de Londres, donde gané la medalla de oro, la decisión fue por hantei en regla de 
oro. Estaba tranquila cuando terminó el tiempo reglamentario, pero el árbitro del centro del tatami era una 
mujer y me sonrió. Interpreté que quería decirme: lo has hecho bien, pero desconocía qué pensaban los 
otros dos árbitros. Confiaba que había dado lo mejor de mi y debía merecer la victoria. Pero ese gesto de 
mujer no lo olvido nunca. Segundos más tarde fue unánime la votación y me hice campeona olímpica.

• 私が金メダルを獲得したロンドンオリンピックでは、決勝戦は判定によって勝敗が決定されました
。私は落ち着いていました。畳の中央に立つ女性審判員が、私に微笑みかけたように感じました。
「あなたはよくやった」と伝えているようでした。私はあの女性のジェスチャーを決して忘れない
でしょう。数秒後、3本の旗が私に揚がり、私はオリンピックチャンピオンになりました



• Muy ligado a lo anterior estuvo que viendo esa pelea mía en Cuba una persona se infartó y hubo que 
hospitalizarlo. Cuando regresé a mi país fui visitarlo al hospital y luego a su casa, pues por suerte, todo pasó, 
fue solo la emoción y sobrevivió al infarto. Hoy somos grandes vecinos y amigos. Esta es la Idalis Ortiz más 
auténtica, cubana y feliz gracias a lo que me ha proporcionado el judo.

• その試合をキューバで観戦していた方が心臓発作で入院することになった事件もありました。私は
帰国後すぐに彼の病院と家を訪れました。幸運なことに、彼は心臓発作を生き延びました。今日で
は、私たちは素晴らしい隣人であり友人です。この友情は、柔道が私に与えてくれたものの中の1
つであり、私は大きな幸せを感じています。

• Muchas gracias.

• どうもありがとうございました。



• INTERVENCIÓN DE YORDANIS ARENCIBIA

• ヨルダニス・アレンシビア

• Es un enorme placer que nos hayan invitado a dos judocas cubanos a compartir desde nuestras 
historias un tema de tanta actualidad en el judo y el deporte mundial. Y más honor en la tierra de 
Jigoro Kano, padre fundador de este arte marcial que tanto ha contribuido a la formación y 
educación de millones de personas en todo el mundo.

• 世界中の何百万⼈もの⼈々の⼈間形成と教育に多⼤な貢献をした嘉納治五郎師範の⽣地
で、本⽇このように、柔道におけるジェンダー・エクイティに関する私たち⾃⾝の話題
を共有させていただけることは、私たち2⼈にとって⼤変な名誉です。



• Debo confesar que aquí en Japón está mi ídolo de niño y adolescencia, Toshihiko Koga, campeón olímpico y 
mundial. Miraba sus vídeos y el sode-tsuri que yo hacía y que tanto le agradaba a la gente se lo copié, 
aunque con mi estilo. Antes de ganar el título mundial juvenil en 1998, Koga fue una referencia del judo 
japonés para mí, pero también lo fueron las judocas cubanas que ya habían conquistado medallas de oro en 
campeonatos mundiales de élite y se sumaban a las campeonas continentales y olímpicas

• オリンピックと世界選⼿権⼤会のチャンピオンである古賀俊彦⽒は、私の幼少期からの私の憧れで
した。私は彼の袖釣込腰を真似し、⾃分の技に取り⼊れました。この技が私の柔道スタイルになり
ました。このことは、1998年にジュニア世界選⼿権⼤会で⾦メダルを獲得したことに多いにつな
がったように思います。私にとって⽇本の柔道への⾔及でしたが、キューバの柔道家でもあり、
1998年に⻘少年の世界タイトルを獲得する前に、エリート世界選⼿権ですでに⾦メダルを獲得し、
⼤陸およびオリンピックのチャンピオンを追加しました。



• Es decir, me hice judoca y gané cuatro medallas mundiales (plata 2007 y bronce 1999, 2001 y 
2003), y dos bronces olímpicos (Atenas 2004 y Beijing 2008) inspirado en un equipo femenino que 
dirigía el profesor Ronaldo Veitía, quien siempre defendió la idea de que las mujeres en el 
deporte, en especial en el judo, podían igualar o superar los resultados de los hombres. Y en Cuba 
lo consiguieron.

• その後、4つの世界メダル（銀：2007年、銅：1999年、2001年、2003年）を獲得し、また、
ロナウド・ヴェイティア⽒が率いる⼥性チームに触発されて2つのオリンピックブロンズ
（アテネ2004年、北京2008年）を獲得しました。この経験を通して、キューバにおいて、
スポーツ、特に柔道は、⼥性は男性の結果に匹敵するか、もしくはそれを超えることが
できると考えるようになりました。



• Años más tarde, tras retirarme como atleta, me ha tocado dirigir o continuar el trabajo con las mujeres 
judocas, que son una escuela para muchos otros deportes en Cuba y me atrevería a decir que en América y 
el mundo.

• 選⼿を引退後、私はキューバで⼥性柔道選⼿を指導し始めました。

• Es cada vez más importante el empoderamiento de la mujer en el deporte, que ellas ocupen las mismas 
responsabilidades que por mucho tiempo han estado reservadas solo para hombres y que lo hagan con esa 
dosis de fortaleza y ternura que solo ellas pueden lograr. Cada uno de sus triunfos es una enseñanza de que 
pueden conquistar lo que se propongan. 

• スポーツにおいて、⼥性のエンパワーメントはますます重要になっています。⼥性だけが達成でき
る強さと優しさがあるからです。彼⼥たちの勝利は、彼⼥たちの⾃⽴や強さを⽰すことにつながり
ます。



• Y lo logran además con perfección, belleza y amor. Soy de los que considero que no se puede 
hacer judo si no hay una dosis grande de amor al trabajo, a los valores de lealtad, dedicación y 
entrega. Mis alumnas asimilan y recepcionan todo muy bien. Las apoyo desde lo técnico y 
deportivo, pero también desde lo espiritual, desde los sentimientos, con el consejo oportuno y 
una estrecha relación con sus novios, hijos y familia en general. 

• ⼥性のエンパワーメントを達成するためには、完璧さ、美しさ、愛が必要です。柔道に
おいて、愛情、忠誠⼼、献⾝は不可⽋です。選⼿たちの感受性は豊かで、彼⼥たちは多
くを感じて受け取ります。家族や⼦供、時には恋⼈のように、⼼理的なサポートや適切
なアドバイスをしています。



• Siempre les digo que no se puede perder la sangre de guerrera y valentía que tenemos los 
cubanos, porque esa nos lleva a ganar, aunque no tengamos todos los recursos económicos. Y son 
muchos los ejemplos de triunfos cuando más difícil o duro ha sido la rival, cuando casi llega el 
final del combate, cuando una lesión molesta, pero no impide seguir peleando encima de un 
tatami. De eso también aprendo mucho junto a un colectivo de entrenadores.

• 私は選⼿たちに対して、いつもこのように伝えています。「私たちは、キューバ⼈が持
つ勇気の⾎を失うことはできない。」なぜなら、それは私たちを勝利へと導くからです。
困難な状況であればあるほど、勇気を持ち続けることが重要なのです。



• Estoy convencida de que el mundo no va a cambiar si las mujeres no están en 
posición de liderazgo. Por eso defiendo que los premios, tanto de la organización 
como de los patrocinadores del evento, sean de manera igualitaria para hombres 
y mujeres, con las mismas cuantías u obsequios.

• 私は、もし⼥性たちが私たちの側でリーダー的⽴場にいなければ、世界は
変わらないと確信しています。そのため、私は、組織やイベントの賞⾦に
おいて、男性と⼥性が受け取るものは常に等しくあるべきだと考え主張し
ています。



• El deporte practicado por mujeres es una de las concreciones del derecho a la igualdad en las 
sociedades contemporáneas, independientemente de su condición social, edad, origen de 
procedencia, orientación e identidad sexual, etcétera. Lo hecho por la Federación Internacional 
de Judo con la competencia mixta por equipos, la misma cantidad de divisiones (7) desde hace 
varios años para hombres y mujeres, así como los premios y reconocimientos al mismo nivel son 
ejemplos de ese empoderamiento al que estamos convocados todos.

• ⼥性スポーツは、社会的地位、年齢、出⾝地、⽂化、性的アイデンティティなどに関係
なく、現代社会における平等権の⼀つです。国際柔道連盟によって⾏われた、男⼥階級
の同数化、男⼥混合団体戦の実施などは、まさしく⼥性のエンパワーメントです。



• Por supuesto, quedan todavía barreras en la sociedad, en algunos dirigentes y en 
el aspecto cultural de muchos pueblos. En el judo debemos promoverlas más 
como practicantes, dirigentes, profesoras, entrenadoras, árbitros, jueces, 
periodistas, investigadoras y profesionales del judo.

• もちろん、社会、⼀部の指導者、および多くの⼈々の⽂化的側⾯には、依
然としてジェンダーの障壁があります。柔道においては、選⼿、指導者、
教師、コーチ、審判員、裁判官、ジャーナリスト、研究者が、柔道の専⾨
家として、彼らをもっと促進すべきです。



• Quiero concluir mis palabras con dos conclusiones de los pocos años de trabajo junto a ellas. 

• 本⽇のスピーチを、⼥性柔道家たちと過ごしてきた数年間で得た結論で締めくくりたいと思います。

• La primera, que en una sociedad condicionada por los estereotipos de género, el deporte juega un papel 
muy importante en el empoderamiento de ellas, porque les permite ser más críticas con ellas mismas y con 
la sociedad, aumentar su confianza y aprender a relacionarse sin miedo con los demás. El judo es ideal para 
probarlo.

• 第⼀に、ジェンダーのステレオタイプに条件付けられた社会においては、スポーツは彼⼥たちに勇
気や⼒を与える上で⾮常に重要な役割を果たします。なぜなら、彼らは⾃分⾃⾝と社会に対してよ
り批判的になり、⾃信を⾼め、恐れることなく⾃⾝と社会、そして⾃⾝と他者との関係を学ぶこと
ができるからです。そのことにおいて、柔道は⾮常に理想的であるといえます。



• Lo segundo, si aumentamos la visibilidad de las mujeres judocas, a través de los medios de comunicación y 
otras formas, y se muestran que hay resultados iguales o superiores a los de los hombres, muchas más 
chicas se sumarán a los ippones porque tendrán un referente y un modelo a seguir. En Cuba lo hemos 
logrado hace muchos años y seguimos haciéndolos gracias a Idalis Ortiz, Kaliema Antomarchi, Maylín del 
Toro y muchas más.

• 第⼆に、メディア報道を通じて、⼥性柔道が男性と同等もしくはそれ以上の結果をもたらしたこと
を⽰すことで、多くの少⼥たちにロールモデルを⽰し、⼥性柔道の認知度を⾼め、彼⼥たちの参加
を促進することにつながります。キューバにおいては、イダリス・オルティス⽒や、カリエマ・ア
ントマルチ⽒、マイリン・デルトロ⽒たちのおかげで、数年前よりこれが達成されています。

• Muchas gracias
• どうもありがとうございました。



Mr Nicolas Gill
Former Top Athlete
CEO and High-Performance Director
Judo Canada

カナダ柔道連盟
元トップ選⼿

現ＣＥＯ兼ハイパフォーマンスディレクター
ニコラス・ギル⽒
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Nicolas Gill, Ceo

カナダ柔道連盟におけるジェンダー・エクイティー



Nicolas Gill

1989-2005: National Team athlete
2005-2008: Senior National Team Coach
2008-2016: High Performance Director/Head Coach
2016-2020: Ceo/High Performance Director

ニコラス・ギル
1989-2005: カナダナショナルチーム選⼿
2005-2008: シニアナショナルチームコーチ
2008-2016: ハイパフォーマンスディレクター/代表監督
2016-2020: CEO/ハイパフォーマンスディレクター



History

2009: Hiring of a first full-time female coach for the women’s national team
2009: Creation of Women’s Promotion Committee
2018: First Women in Judo Summit – concrete recommendations
2018: Women’s Promotion Committee becomes Gender Equity Committee
2019: Creation of the Gender Equity Policy
2019-20: Implementation of new action plan



歴史
2009: ⼥⼦ナショナルチームに初めてフルタイムの⼥性コーチが就任
2009: ⼥⼦推進委員会の創設
2018: 柔道サミットに初の⼥性、具体的な提⾔
2018:⼥⼦推進委員会がジェンダー・エクイティー委員会になる
2019: ジェンダー・エクイティー政策の作成
2019-20: 新たなアクションプランの実施



Coaches

Referees

Leaders

Statistics 男⼥年代別の統計



Gender Equity Policy Statement

Judo Canada is committed to the achievement of gender equity and 
recognizes the importance of measuring all activities against the values of 
equity and access. We define gender equity as a process of allocating 
resources, opportunities, and entitlements fairly to both females and males 
without any discrimination based on gender. 

Equity does not necessarily mean that all persons must be treated in 
exactly the same manner. Nor does it mean to imply that females need to 
participate in the same activities as males. In order to be treated fairly, 
people may need to be treated differently, including having activities of 
their choice provided and administered in a fair and unbiased environment



ジェンダー・エクイティー政策の明⽂
•カナダ柔道連盟では、ジェンダー・エクイティーを奨励してお
り、またその重要性を認識しています。

•ジェンダーエクイティとは、性別による差別をせずに男⼥に公
平に機会を与えることだと定義しています。

•ここでいう「公平」とは、必ずしも全員が完全に同じように扱
われなければならないことを指していません。また、⼥性と男
性が同じ活動に参加する必要がある事を意味するわけでもあり
ません。後世に扱われるためには、時に必要に応じた異なる対
応も必要です。



Governance:
• For every election, the Nominations Committee will ensure that the nominees consist of at least one-third 

(33%) of individuals from the minority gender identity. 
• The Nominations Committee will also recommend that members elect a Board of Directors that consists of at 

least two individuals from the minority gender identity.

Committees:
• Every committee must be composed minimally of one woman. 

Policy:
• Judo Canada shall use gender appropriate language and visuals in all written material.

Sport development
• Judo Canada permits full and equal participation by males and females in the sport.
• Judo Canada will provide access to a complete range of choices and opportunities of programs for both

females and males.
• Judo Canada will develop effective strategies and resources to increase the participation of either males or 

females where an inequitable gender balance occurs in any leadership, athletic, or program area.

Actions



カナダ柔道連盟における実施内容
• 選挙管理委員会は、⽴候補者の男⼥のうちで少数派の性別が少なくとも全体の

1/3を占めるように構成されます。
• また、少数派の性別から少なくとも2名は理事会のメンバーに選出されるように
配慮しています。

• 全ての委員会は、少なくとも1名の⼥性メンバーを含みます。
• すべての書⾯において性差別のない表現を⽤いています。
• 男⼥の完全かつ平等な参加のために、多⽅⾯において幅広い選択肢と機会を提
供しています。そして、不公平な性別のバランスが⽣じた場合には均衡を保つ
ための効果的な企画を考案しています。



High Performance:
• Judo Canada adopts the principle and process of allocating resources, programs and decision-making fairly to 

both males and females without discrimination based on gender.

Employment:
• Judo Canada is an equal opportunity employer and employs personnel without regard to race, ancestry, place 

of origin, color, ethnic origin, language, citizenship, creed, religion, gender, sexual orientation, age, marital 
status, physical and/or mental handicap or financial ability. While remaining alert and sensitive to the issue of 
fair and equitable treatment for all, we have a special concern with the participation and advancement of 
members of four designated groups that have traditionally been disadvantaged in employment: women, visible 
minorities, aboriginal peoples, and persons with disabilities.

Marketing and Communication:
• Judo Canada will not solicit nor accept sponsorship from companies that discriminate against women.
• Judo Canada ensure that benefits for all members, regardless of gender, shall be consistently applied.
• Judo Canada will produce all advertising and communication without gender bias, reflecting positive 

involvement of both genders.



•カナダ柔道連盟は性差別なく男⼥が公平に意思決定する機会を与える
ことを⽬的としています。

•カナダ柔道連盟は、⼈種や出⾝地、宗教や性別の違いはもちろん、⾝
体的・精神的ハンディキャップを抱える⼈であっても差別なく均等に
雇⽤機会を与えています。

•また、伝統的に雇⽤において不利とされてきた⼥性や障害を持つ⼈た
ちに対しても公正で公平な待遇を⾏うことに重点を置いています。

•カナダ柔道連盟は、⼥性を差別する企業をスポンサーとして受け⼊れ
ません。性別を問わずすべての連盟関係者にとって利益が⼀貫して適
⽤されることを保証しています。そうして男⼥の積極的な参画を反映
した活動告知を⾏っています。



Towards 2024
• New branding
• Mentorship for referees and coaches
• Talent ID and Education of women leaders
• Hiring of a female coach
• Annual women judo summit 2024年に向けて

- 新たなブランディング
- 審判とコーチの指導
- ⼥性リーダーのタレント発掘と教育
- ⼥性コーチの登⽤
- ⼥⼦柔道サミット



Ultimate goal

Changing the culture and the way we think, so that a ‘’gender equity’’ 
policy and programs are no longer required. It is just the norm.

最終⽬的

⽂化と考え⽅を変⾰し、「ジェンダー・エクイティー」政策および
プログラムが必要とされなくなる社会を実現すること。





Mrs Salima Souakri
Gender Equity Commission International Judo Federation 
Advisor to the Minister of Youth and Sports-Algeria
Goodwill Ambassador UNICEF

国際柔道連盟ジェンダー・エクイティー委員会
アルジェリア⻘少年スポーツ⼤⾂顧問

ユニセフ親善⼤使
サリマ・ソウアクリ⽒



Expériences sur l'égalité des sexes, ancienne athlète et perspective 
actuelle, Algérie

Mme Salima SOUAKRI
Tokyo le 24 août 2019 

男⼥共同参画、元アスリート、現在の視点 ー アルジェリアに関する経験
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Dr Lisa Allan
Executive Committee Member 
Head of Gender Equity Commission
International Judo Federation

国際柔道連盟 理事
ジェンダー・エクイティー委員会

リサ・アラン委員⻑



IJF Gender Equity Strategy

IJF ジェンダー・エクイティー戦略



Vision
Judo is an Olympic combat sport that respects 
and continuously promotes gender equality in 
all its aspects. 

The IJF, in cooperation with its member National 
Judo Federations (NJF), will seek to implement 
gender equity activities, performances and 
policies, thus contributing to sustainable and 
responsible society development.



ビジョン

柔道はあらゆる側⾯においてジェンダー・エクイ
ティーを推進するオリンピックスポーツ・格闘技
です。

IJFは各国加盟国との協働の下で、ジェンダー・エ
クイティ活動の実施や政策、そして持続可能かつ
責任のある社会発展を模索します。



General Aim
• Achieve gender equality

• Improve gender equity

• Sport for men and women
⽬的
- ジェンダー平等の達成
- ジェンダー構成の促進
- 男性と⼥性のためのスポーツ



Commitments
• Empower women and girls

• Bring communities together

• Better health and social wellbeing
公約
- ⼥性と⼥⼦のエンパワーメント
- コミュニティの結束
- 健康と社会福祉の増進





Recommended Activities on Gender Equity for 
National Judo Federations

各国柔道連盟に対するジェンダー・エクイティー（公正）のための提⾔



What should we do ?
First step

MAKE A DECISION TO ACT!

And then…..

• Where to start?
• What to do?
• How to finance?

RECOMMENDED ACTIVITIES

第1ステップ：⾏動計画作成
第2ステップ：どこから始める？

何をする？
経済的運営⽅法は？

→活動の提⾔



Recommended Activities on Gender Equity in Judo
• Where to  start?           Research and Planning (National Action Plan)
• What to do?             Education, Network, Promotion, Media
• How to finance?          Sponsors, Partnerships, NOC, Other sources

Many examples of good practice – IJF GEC web



柔道におけるジェンダー・エクイティー実⾏のため
の活動の提⾔

• どこから始めるか？ 各国の⾏動計画（調査及び計画）
• 何をするか？ 教育、ネットワーク、プロモーション、メディア
• 経済的運営⽅法は？ スポンサー、協定、各国オリンピック委員会、など

IJFジェンダー・エクイティー委員会のホームページにて、
多くの実施例を参照ください。





There will be no judo with just one judogi. 

Where there is a judogi, there must be two. Everyone has the right to use it, men 
and women.

Boys and girls may dream differently, but both can use the same tatami to achieve 
those dreams.

Together we are stronger.


