第48回男子・第43回女子・第38回ｼﾞｭﾆｱ・第18回ｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ・第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ

全日本パワーリフティング選手権大会開催要項
≪世界パワーリフティング選手権大会及びアジアパワーリフティング選手権大会選考競技会≫

・日

時： 2019年4月27日(土)から28日(日)まで
※具体的な競技スケジュールは、申込み締切り後にＪＰＡホームページで発表します。

・場

所： 堺市立大浜体育館小体育室（別紙案内図参照）
〒： 590-0974

住所：

大阪府堺市堺区大浜北町5丁7-1 ☎： 072-221-2080

・主

催： 公益社団法人 日本パワーリフティング協会（ＪＰＡ）

・主

管： 大阪府パワーリフティング協会

・協

力： ＪＰＡ近畿ブロック各都県協会、 関西学生連盟

・後

援： スポーツ庁、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

・階

級： 男子9階級：53 ㎏（ｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ・ｼﾞｭﾆｱのみ）、59 ㎏、66 ㎏、74 ㎏、83 ㎏、93 ㎏、105

他

㎏、120 ㎏、120 ㎏超級
女子8階級：43 ㎏（ｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ・ｼﾞｭﾆｱのみ）、47 ㎏、52 ㎏、57 ㎏、63 ㎏、72 ㎏、84
㎏、84 ㎏超級
申込階級と当日の検量体重が相違する場合は失格とする。従来のオープン参加は認めな
い。
・競技方法： ＪＰＡルールに基づくフルギア競技、ラウンド制
3種目（スクワット、ベンチプレス、デッドリフト）の合計記録による個人戦
・参加資格： ① 2019年度のＪＰＡ選手登録済みで、大会当日満１４才以上の日本国籍を有する男女及
び過去１年以上、適法な在留資格に基づき日本に滞在している満１４才以上の外国籍の
男女であって、標準記録を突破した選手
② ブロック推薦枠・標準記録に満たない選手であっても、都道府県大会優勝者又は各ブ
ロック大会上位入賞者で、当該ブロック長の推薦に基づき技術委員会が認めた選手（ブ
ロック毎に男女合計３名まで）
③ 学連推薦枠・全日本学生選手権大会優勝者であり、全日本学生連盟理事長の推薦に基
づき技術委員長が認めた選手。（男女合計 3 名まで）
④ 主管協会に所属する選手であって、主管協会理事長の推薦に基づき技術委員会が認めた
選手（男女合計３名まで）。

⑤ 事前に、ＪＰＡが主催するドーピング防止講習会を受講した選手。
平成２９年度（平成２９年４月１日）より、全国規模の大会へ出場する選手は、ドーピ
ング防止講習会の受講証明書の提示が義務付けられた。大会に参加する選手は、参加申
込時にドーピング防止講習会受講証明書の控え（コピー）を添付すること。
コーチ(セコンド)は、アンチ・ドーピング規則違反を理由として資格停止の対象となっ
ていないこと。ドーピングに関連して刑事上有罪となっていないこと。ドーピングに関
連して職務上において懲戒処分を受けていないこと。
１）ドーピング防止講習会の受講証明書の有効期限は、取得日より２年以内。
２）ドーピング防止講習会は、次の通り本大会の開催時にも実施する。
※本大会参加選手がこの講習会を受講する場合、有効として扱う。

講習会： ・１回目講習会：4 月 26 日(金)、19 時より
・２回目講習会：4 月 27 日(土)、19時より
会場： 堺市立大浜体育館第一研修室
※タイムスケジュールは参加申込締切後、ＪＰＡのホームぺージで発表します。
⑥ 参加申込とともに自筆署名した「摂取医薬品・サプリメント申告書」を提出しなければ
ならない。 平成 27 年度、ドーピング規則違反者を出したことを踏まえ、アンチ・
ドーピング活動を徹底推進することになり、平成 28 年度より、選手 一人一人のアン
チ・ドーピングに関する意識付け強化のために、義務付けています。同書類の提出が無
い場合、本大会への参加は認められませんので申込を不受理とします。申込と同時に提
出した「摂取医薬 品・サプリメント申告書」に疑義がある場合は医科学委員会より別
途連絡するか、あるいは大会当日の受付の際に確認します（付け加えることがないかを
も含めて）。
⑦ 日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）のアンチ・ドーピング規程により１８歳未
満の選手が大会に参加する場合は、親権者の同意書提出を必須とする。選手登録時に同
意書の提出がない場合、本大会への参加は認められない。１８歳未満の選手のドーピ
ング・コントロールに関する親権者の同意書はＪＰＡホームページからダウンロードで
きる。
⑧ 参加選手は、所属の地方協会にて選手登録を完了しておくこと。
ＪＰＡホームページ http://www.jpa-powerlifting.or.jp/より、
「団体・選手・審判・登録」にアクセスして登録して下さい。
⑨

標準記録を突破していること。別紙にて参照

⑩ 実績と異なる階級への出場について、選手は、標準記録以上の成績を納めた際の階級
と異なる階級へは出場はできないものとする。但し、体重より更に重い階級の標準記録
を突破している場合のみ、その重い階級への出場は認められる。74kg級で出場した際
に、83kg級の標準記録まで突破している選手は、66kg 級には出場できないが、83kg級
には出場できる。
・標準記録： 別紙にて参照。なお、標準記録の有効期間は、一般は、2018年度の全日本男女大会から締
切日まで。ｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ、ｼﾞｭﾆｱ、ﾏｽﾀｰｽﾞについては、2018年度のｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾏｽﾀｰｽﾞ大
会から締切日まで。
・服

装： 2019年ＪＰＡ競技規則のフルギアによる服装に準じる。（詳細はルールブックを参照）
・リフティングスーツ（ツリパン）とＴシャツの着用を原則とする。
・ツリパンとベルトは、ＪＰＡ競技規則による規格に適合していなければならない 。
・スーパースーツ、ベンチシャツ、ラップ類(リストラップ、ニーラップ)、ニースリーブは
ＩＰＦ公認品のみ使用可
・ニーラップとニースリーブの併用及び多重履きはできない。
・デッドリフトにおいては、膝下までのハイソックスを必ず着用すること。
・コスチュームチェックは実施する。

・表

彰： 個人戦：男女別各階級各カテゴリー別1～3位はメダルと賞状、同4～6位は賞状
最優秀選手賞：男女別に盾またはトロフィーと賞状
文部科学大臣杯（最優秀選手賞）＝一般男子・一般女子・ジュニア・マスターズ各１名
（フォーミュラ重量を含め総合的に判断する。）
（注）前年度文部科学大臣杯を獲得した選手は、カップを大会の開会式の場で返還するこ
と。
団体戦

クラブ対抗団体戦＝男女別＜1～3位までは盾と賞状＞ 同4～6位まで賞状

＜団体戦資格は、2019年度のＪＰＡ登録団体で、１団体３名以上＞
団体戦得点
（１団体上位
５名までが得
点計算対象）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

12点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点

・参 加 費： 個人戦（一般社会人）10000円
（傷害保険料金、ドーピン

個人戦（大学生・高校生）10000円

ダブルエントリー（一般とｻﾌﾞｼﾞｭﾆｱ又はｼﾞｭﾆｱ）18000円（一般とﾏｽﾀｰｽﾞ）18000円

グ検査料を含む。）

団体戦は、無料
※ダブルエントリーの場合は、先に行うカテゴリーで試技を行い、この成績がもう1つのカ
テゴリーの成績に反映される。

・申込方法： 参加料を下記振込先に振り込み、インターネット又は郵送にて申し込みを行ってくださ
い。必要書類書類を忘れずに同封し送付先へ郵送して下さい。 団体戦は申込専用のエクセ
ルシートをentry@osaka-power.jpまで添付メールで送ること。(郵送不可)
※事務局の負担軽減のためできるだけWebエントリーをお願いします。
★申し込み先リンク：

★添付書類等（写真でＯ
Ｋ）の送信先：

https://osaka-power.jp/2019enpentry/
Webエントリーフォームで添付または郵送

≪添付するもの≫ 摂取医薬品・サプリメント申告書
ドーピング防止講習会受講証
振込書控のコピー（通信欄に選手名を忘れずに記載して下さい）
参加申込書兼記録カード（必要事項を記入し、署名・捺印をして下さい。）(※郵送の場合
のみ)
18歳未満競技者親権者同意書(18歳未満の選手は必ず提出)
・送付先： 〒547-0027
・振込先： ゆうちょ銀行

大阪市平野区喜連2-7-2-205

大阪府パワーリフティング協会事務局

宛

四◯八 普通 6882356 大阪府パワーリフティング協会

★参加費の振込み先は、上記のとおり。尚、振込手数料は各自でご負担願います。
※締切日を過ぎてから参加を取りやめ及び参加資格がないことが発覚した場合、参加費は
返却されません。
・申込締切： 2019年3月17日(日)厳守 絶対に必着

例年よりも早期に開催されるため標準記録の認定は4月14日の大会まで可能としま
す。締切は変わりませんので先にエントリーを完了させてください。なお、標準
記録が取得できなかった場合の返金は行いません。
・国際大会選考： 選考方法は、ＪＰＡ国際大会選手選考基準に基づく。
・ドーピング検査：

①全選手の中から無作為に数名を選び実施する。
②本大会参加者は、本大会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程に従い、
ドーピング・コントロール手続きの対象となることに同意したものとみなす。
③日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）のアンチ・ドーピング規程により１８歳未満
の選手が大会に参加する場合は、親権者の同意書提出を必須とする。同意書の提出がない
場合、本大会への参加は認められない。１８歳未満の選手のドーピング・コントロールに
関する親権者の同意書はＪＰＡホームページからダウンロードできる。
★全日本男子、全日本女子の大会については、ＴＵＥ事前申請対象競技会とする。治療 目
的で禁止物質を使用している選手は、ＴＵＥ申請を日本アンチ・ドーピング機構に申請する
こと。ＴＵＥ申請をしていない選手がドーピング陽性になった場合、アンチ・ドーピング
規則違反に問われるので、必ず事前申請を行うこと。

・宿

泊： 宿泊施設は、各自で申し込みをすること。 検量計設置場所は、後日公表する。

・物品販売： 物品販売及び販売目的のビデオ撮影を希望される場合には、ＪＰＡ財務委員会へ届け出
後、出展申し込み書を記入し、主管協会へ送付すること。料金等は主管協会へ問い合わせ
ること。
〒651-2135 兵庫県神戸市西区王塚台5丁目103番地
JPA財務委員会委員長代理

善本

光彦

☎TEL078-928-0150

FAX同じ

090-8123-3215

e-mail: zenmoto_mitsuhiko@yahoo.ne.jp
注） ①ＪＰＡ賛助会員（法人・団体）は無料とする。⇒要・財務委員会への申請
②非賛助会員は、有料（1 大会につき 1 万円）とする。⇒要・財務委員会への申請
③営業・物販を目的としない一般のビデオ撮影は無料とするが、撮影場所は競技エリア外
とする。⇒申請は不要
④会場内の出店用長机・椅子等の借用に際しては、①、②ともに実費を主管協会に支払う
こととする。
⑤出店場所については、主管協会が事前または当日に指示いたします。
・そ の 他： ① 締切日を過ぎての申込みは受け付けません。
②締切日を過ぎてから参加を取りやめても、参加費は返却されない。
③会場内では安全上の注意事項を厳守して下さい。
④競技エリアには、選手と大会関係者以外の立ち入りを禁止します。
⑤ゴミは、必ず各自持ち帰って下さい。
⑥会場内は土足禁止となっています。内履きをご用意下さい 。(補助員は安全面より運動靴
とし、スリッパを禁止する。)
個人情報： 本大会の申込みにあたって取得した個人情報は、本大会の運営及び国際大会選手選考のた
めにのみ利用します。 申し込み時点で本人の同意が得られたこととします。
肖像権： 大会に関する肖像権は JPA に帰属します。本大会に参加される選手、関係役員及びスタッ
フ の肖像、氏名、年齢、競技歴及び自己紹介などの個人情報大会のパンフレット、リザル
ト、大 会に関連する広告物、次回以降の大会案内、報道並びに情報メディアにおいて使用
されること があります。また、会場風景や競技中の写真を、JPA または都道府県パワーリ
フティング協会 が作成する各種の PR 用ポスター、大会案内用ポスター、ホームページ、
JPA 時報への掲載等、 JPA または都道府県パワーリフティング協会の事業活動のために利
用することがあります。 あらかじめご了承下さい。

