スケジュール
13:30-13:40

開会のあいさつ

13:45-15:45

第一部

スピーチ１

スピーチ2

スピーチ3

CAS の歴史、概要、五輪時の活動、プロボノ弁護士について
Michael Lenard

CASアドホック部（AHD）について
Ulrich Haas

CASアンチ・ドーピング部（ADD）について
Brent Nowicki

15:45-16:00

質疑応答

16:00-16:10

休憩

16:10-17:20

第二部

テーマ

スピーカーによる講演

第 16 回スポーツ仲裁シンポジウム

2020 年

東 京オリ・パラ大会に関連する

スポーツ関連紛争と
CASの 役割

パネルディスカッション

2020年オリ・パラ大会をめぐるトラブルとその予防・解決について
パネリスト：室 伏 由 佳 / Michael Lenard / Brent Nowicki / Ulrich Haas
コーディネーター：早 川 吉 尚

17:20-17:30

特別後援

閉会のあいさつ
一般社団法人日本国際紛争解決センター
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協

賛

アシックスジャパン株式会社
デサントジャパン株式会社

2 10日（月）13:30-17:30

日 時

2020年 月

会

場

虎ノ門ヒルズフォーラム

主

催

公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構

東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー4階ホールB

第 16 回スポーツ仲裁シンポジウム

2020 年

東京オリ・パラ大会に関連する

スポーツ関連紛争とCASの 役割
シンポジウム開催の目的
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構が主催するス

年オリ・パラ大会中、日本の弁護士によるプロボノ

ポーツ仲裁シンポジウムは、今年で第16回目を迎え

サービスの提供も予定されており、これを利用した

ます。

トラブルの予防・解決も期待できます。

オリンピック・パラリンピックイヤーである今年、

そこで、今年度のシンポジウムでは、講師に国際

オリ・パラ大会を目指す競技者等に集中できる環境

ス ポ ー ツ 仲 裁 理 事 会 のVice President、CASの 職

を用意するためには、スポーツ関連紛争の予防が重

員、CAS仲裁人、オリンピアンをお招きし、オリ・パ

要です。また、万一、オリンピック大会期間中にトラ

ラ大会に関連したスポーツ関連紛争の予防・解決の

ブ ル が 発 生 し た 場 合 で も、ス ポ ー ツ 仲 裁 裁 判 所

重要性とCASの役割をテーマに、シンポジウムを開

（Court of Arbitration for Sport: CAS）が臨時の仲

催することとしました。

裁廷を東京に設置する予定であるため、これを利用
した迅速な解決を図ることができます。また、2020

スピーカー

Ulrich Haas

rofessor Ulrich Haas is professor of law at the University of Zurich. Sports law as well as arbitration law are
two of his major fields of research. He also acts as a practitioner in these fields of law. He regularly acts as
an arbitrator under the ICC-Rules, Swiss Rules and DIS-Rules. Furthermore, he is a frequently appointed arbitrator
with the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. In addition, Professor Haas served on the Code Project
team that revised the WADC 2015 and was a member of the Cycling Independent Reform Commission (CIRC),
entrusted by the UCI to investigate the doping history in professional road cycling. He was CAS-arbitrator at the
Winter Olympics in Vancouver (2010) and the Summer Olympics in Rio de Janeiro (2016).

P

パネリスト

1

室伏由佳

Michael Lenard

スポーツ健康科学博士、順天堂大学スポーツ健康科学部講師、OLY

977年静岡県生まれ。スポーツ健康科学博士。陸上競技女子ハンマー投げの日本記録保持者（2020年1月
現在）、女子円盤投げの元日本記録保持者。2004年アテネオリンピック女子ハンマー投げ日本代表。

2012年に競技を引退し、現在は、順天堂大学スポーツ健康科学部講師、株式会社attainment代表取締役を務
めている。スポーツとアンチ・ドーピング教育、スポーツ心理学を中心に研究活動を続けるとともに、スポーツ
と医学、健康などをテーマに講演、実技指導など幅広く活動している。

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
コーディネーター

スピーカー

Professor, University of Zurich, CAS Arbitrator

Vice President, International Counsil of Arbitration for Sport, OLY

ichael Lenard OLY is Vice President of ICAS, the body which oversees and manages the Court of
Arbitration for Sport (CAS). He has been President of numerous CAS Ad hoc Divisions at Olympic Games
and Asian Games and will be its President for Tokyo 2020. He formerly served as US Olympic Committee Vice
President and prior to that as Vice Chair of its Athletes Commission. He also was a member of the Board of
Directors of the Atlanta 1996 organizing committee. He has served on or testified to numerous reform
commissions in sport. Mr. Lenard holds a senior position in an international private equity firm and previously
was a Partner in the international law firm of Latham & Watkins. He holds Bachelor of Business Administration
(Accounting; Finance) and Doctor of Law degrees and was awarded numerous academic honors in conjunction
with both. An Olympic athlete (Handball), he was a seven-time National Champion and named 1985 US Handball
Athlete of the Year.

M

早川吉尚
立教大学教授
弁護士
CAS仲裁人

立教大学法学部教授を務める他、内外の様々な大学で教鞭をとる。 実務家として
は、弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所パートナー弁護士であり、数多くの国際訴訟、
国際仲裁事案で代理人、仲裁人を務める。政府との関係では、UNCITRAL、APEC、
ハーグ国際私法会議等の国際機関での日本政府代表を務める他、政府の各種審議会
等の委員を務め、国内外の立法作業やルール整備に関与している。スポーツ法との関
係では、CAS仲裁人、Word Rugby Judicial Panelメンバー、日本アンチ・ドーピン
グ規律パネル委員長等を務める。

CAS アドホック部とは？ アンチ・ドーピング部とは？
CASが五輪大会の開会式10日前から閉会式まで設置する臨時の仲裁廷。アドホック部は、1996

スピーカー

Brent Nowicki

CAS Managing Counsel, Head of Anti-Doping Division

rent Nowicki is Managing Counsel at the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Head of the
Anti-Doping Division (ADD). He oversaw the ADD at previous Olympic Games – a role he will repeat for
Tokyo 2020. He is also the Chair of Rules for World Lacrosse and leads a working group on the reform of the
sport for inclusion into the Olympic programme. Prior to CAS, Mr. Nowicki was a lawyer representing
professional athletes and players’ unions in contract negotiations, rights of publicity, grievances, hearings and
appeals. He holds Bachelor of Arts (English) and Doctor of Law (with honors) degrees. An international athlete
(Lacrosse), he currently is a member of the Swiss National Team having recently competed in the 2019 World
Championships. He was named “Teammate of the Year” in 2019. From 2013 to 2017, he was a Coach for the
Swiss National Team (World Championships in 2014 and 2015; European Championships 2017).

B

年アトランタ大会から設置されており、代表選考その他出場資格の問題、審判の判定の問題等を扱
う。アンチ・ドーピング部は、2016年リオ・デ・ジャネイロ大会から設置されており、IOCアンチ・
ドーピング規則違反にかかる紛争の第一審としての役割を果たす。

2020 年東京オリ・パラ大会中のプロボノサービスとは？
日本の有志弁護士が五輪大会の開会式10日前からパラ大会閉会式 3日後までに実施する予定の
リーガルサービス。手続代理と一般法律相談の二つの部門を設置予定。日本スポーツ仲裁機構が事
務局を務める。

