（健常者 ・障がい者交流大会）

第２９回全日本教職員パワーリフティング選手権大会開催要項
・日
・会

時 ：平成２８年２月２７日（土）～２８日（日） 受付 ８：３０
開会式 ９：３０ 競技開始 １０：３０
場 ：ゼットエー武道場（別紙案内図参照）
〒２９０―００１１ 千葉県市原市能満１４７４－１ TEL ： ０４３６－４１－９８２５
・主
催 ：公益社団法人日本パワーリフティング協会（ＪＰＡ）
・主
管 ：千葉県パワーリフティング協会
・協
力 ：関東ブロック各県協会、パワーリフティング全日本教職員ネットワーク、千葉市パワーリフティング協会
・後
援 ：文部科学省（予定）、公益財団法人日本体育協会（予定）、公益財団法人千葉県体育協会（予定）
公益財団法人千葉市体育協会（予定）、市原市（予定）、市原市教育委員会（予定）、
公益財団法人市原市体育協会（予定）、株式会社千葉日報社（予定）、
株式会社いちはらコミュニティー･ネットワーク･テレビ（予定）
・階
級 ：男子８階級 ：５９、６６、７４、８３、９３、１０５、１２０㎏、＋１２０㎏級
女子７階級 ：４７、５２、５７、６３、７２、８４、＋８４㎏級
申込階級と当日の検量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ルールに基づくギア競技、ラウンド制、１面で実施。
① 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
② ベンチプレス単独種目による個人戦（障がい者のみ対象）
③ ⇒本大会は、健常者と障がい者の交流大会を兼ねているので、障がい者はベンチプレスのみのエン
トリーも可（但し、3種目とのダブルエントリーは不可）
【障がい者限定ルール】
① 障がい者とは、障がい者手帳を持つ人を対象とする。障がいの等級、部位は問わない。
② 体重は、検量体重とし、欠損部位の重量加算は考慮しない。
③ 競技時間は２分とする。（参考：一般の人は１分）
④ ベンチプレスにおける肘の曲がっている選手は、本人からのアピールで可とする。又、試技開始時と終
了時の肘の曲がり角度が違う場合は失敗となる。
検量時に障がい者手帳（コピー可）を見せること。検量担当者は、記録カードに障がい者の記入欄をチ
ェックすること。
⑤ 手指欠損者は、デッドリフトにおいてストラップを使用してもよい。
⑥ 順位は、通常通りに絶対巻上げ重量で決める。同記録・同体重の扱いも通常ルール通り。
記録については、ＪＰＡの公認記録とする。但し、④、⑤に該当する選手が日本記録を出しても、日本記
録として認定しない。又、今大会で出した記録は、ＪＤＰＦの公認記録にはならない。
・参加資格 ：①学校教育法に定める学校に勤務する教職員及びそれらに準ずる者
② 平成 27 年度ＪＰＡ登録選手で、標準記録を突破している者。なお、初出場を目指している者は下記の
事務局にお問い合わせ下さい。
〒１８８－０００１ 東京都西東京市谷戸町３－１３－１８
パワーリフティング全日本教職員ネットワーク幹事 中谷 幸市
電話番号：０４２－４２５－２２４２（自宅） ０９０－６１２２－４７２７（携帯）
ｅ－メール：kn.mogmog.log1960@y7.dion.ne.jp
③事前にアンチ・ドーピングに関する講習会を受講した選手。大会に参加する選手は事前にアン
チ・ドーピングに関する講習会を受講しなければならない。受講していない選手は、大会に参加
することはできない。参加申込書とともに受講証明書の控え(コピー)を送付すること。
なお、ＪＡＤＡ公式ＨＰからＷｅｂ研修で「Real Winner」を受講修了した選手は、別途ＪＡＤ
Ａ修了証の控え（コピー）を提出することにより、上記講習会を受講したものとみなす。
又、Web 環境の無い人は、アンチ・ドーピング履修レポートをＪＰＡ本部への提出により、受講
証明書を発行しますので、その控え(コピー)を送付すること。
アンチ・ドーピング履修レポート用紙はＪＰＡホームページのダウンロードの「アンチ・ドーピ
ング履修レポート」にありますので、Web 環境のある管轄協会の事務局又は役員等から入手して
下さい。
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アンチ・ドーピング履修レポートの提出先
〒150-8050

東京都渋谷区神南１－１－１
岸記念体育会館４F 公益社団法人日本パワーリフティング協会
TEL： ０３－３４８１－１０２０
FAX： ０３－３４８１－１０２１
Ｅ-ｍａｉｌ ： powerlifting@japan-sports.or.jp

★受講証明書及び修了証の有効期限は、受講した年度の翌々年度末まで。
★ご注意…今大会では、大会前日・当日のアンチ・ドーピング講習会は行いません。
★Ｗｅｂ研修での Real Winner」は、２０１５年世界アンチ・ドーピング規程変更に伴い、
３月末で停止(停止期間未定)しましたので、ご注意下さい。
④参加選手は、所属の地方協会にて選手登録を完了しておくこと。全日本大会の会場での選手登録は
受付けません。尚、大会主管協会（和歌山県）に登録料を直接送金された場合は、受理せずに返金さ
れるので注意すること。
⑤地方協会が未組織又は活動休止状態の場合は、以下のブロック長の所属する県協会にて選手登録を
すること。
《JPAブロック長 連絡先》
ブロック域
氏 名
北海道・東北 伊藤 和弘
関 東
小森 正昭
北信越
渡辺 智康
東 海
伊藤 教雄
近
中
四
九

畿
国
国
州

仲
博幸
石本 直樹
神岡 俊輔
濱里
一

郵便番号
018-1523
272-0137
929-1114
443-0045

住
所
秋田県南秋田郡井川町坂本三獄下 138
千葉県市川市福栄 3－23－1－713
石川県かほく市狩鹿野二 36
愛知県蒲郡市旭町 8‐21

電 話
018-874-2541
047-395-5048
076-283-1439
0533-67-4123

673-0424
708-0015
781-0241
901-0244

兵庫県三木市自由が丘本町 3-5
岡山県津山市神戸 800‐1
高知県高知市横浜新町 4-931
沖縄県豊見城市字宜保 118

079-482-4275
0868-28-0535
090-4782-1241
098-995-8459

⑥標準記録を突破していること。（パワーリフティング全日本教職員ネットワーク独自の標準記録）
（単位：Kg）
男
階級
５９Kg 級
６６Kg 級

子
標準記録
２７０
３１０

女
階級
４７Kg 級
５２Kg 級

子
標準記録
１０５
１０５

・身障者の標準記録はなし。

７４Kｇ級
３４０
５７Kg 級
１１０
８３Kｇ級
３５０
６３Kg 級
１１０
９３Kｇ級
３６０
７２Kg 級
１１５
１０５Kｇ級
３６０
８４Kg 級
１１５
１２０ｋｇ級
３６０
＋８４Kg 級
１１５
＋１２０Kg 級
３６０
✩公式競技会において参加標準記録以上の成績を収めていること
✩有効期限は、当該全国大会の前年度開催日の初日から当年度の申込締切日までとする。
（平成26年度同大会の成績は有効である。また、同大会以降開催のほかの公認大会の成績も有効）
（平成27年3月7日～平成28年１月26日（申込締切日）まで有効）
✩IPF・APF主催及び傘下協会主催の各世界選手権大会
⑦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
＜例＞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級へは出場
できないが、８３kg級には出場できる。
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・服

装 ：ＪＰＡルールに規定されているフルギアの服装に準ずる。

・表

彰 ：男女別に各階級１～３位：メダルと賞状、４～６位：賞状 （団体戦はなし）

・参 加 費 ：健常者教職員：１０，０００円 、 障がい者教職員：５，０００円
・申込方法 ：参加料を指定口座に振り込み、以下の書類を忘れずに同封し大会事務局へ郵送して下さい。
①参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）
②選手証のコピー
③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）
④アンチ・ドーピングに関する受講証明書（又はＷｅｂ研修の終了証）のコピー
《送付先》
〒299-0111

千葉県市原市姉崎 2567-1 千葉県パワーリフティング協会 加藤義治
TEL ： ０４３６－６２－９５６９ （問い合わせ時間：１２時～２１時）

《振込先》
ゆうちょ銀行から振込み → 記号：１０５１０ 番号：７６１６６０７１
名前 千葉県パワーリフティング協会
他金融機関から振込み→店名：〇五八（ゼロゴハチ） 普通 口座番号：７６１６６０７
名前 千葉県パワーリフティング協会
注）振込み時は、振込依頼人又は通信欄のところに「参加費、氏名、階級」を必ず記入して下さい。
＜記入例＞サンカヒ チバタロウ ７４キロ
・申込締切 ：平成２８年１月２６日（火）
・ドーピング検査 ：全選手の中から無作為に数名を選び実施します。
・宿

泊 ：別紙案内に従って申し込んで下さい。体重計は、両ホテルに簡易体重計を設置します。

・物品販売・ビデオ撮影：
会場内で物品販売及び販売目的でビデオ撮影を希望される場合には、ＪＰＡ財務委員届出をして下さい。
連絡先は次のとおり。
〒272-0137 千葉県市川市福栄 3-23-1-713
ＪＰＡ財務委員会 委員長 小森 正昭（ＴＥＬ ： 047-395-5048）
Ｅ-ｍａｉｌ ：powerkomori@khc.biglobe.ne.jp
★出店については、財務委員会へ届け出された場合、ブース割当ての検討をしますので、必ず大会申込
み先（千葉県パワーリフティング協会）へ連絡をお願いします。
・エントリー表及び競技スケジュール：
エントリー締め切り後、JPAのホームページにてエントリー表、競技スケジュールを発表します。
・そ の 他 ：①TEL・ＦＡＸでの申込み、締切日を過ぎての申込みは受け付けません。
②口座振り込みのコピー、アンチ・ドーピングに関する証明書のコピーが同封されていない参加申込み
は、受け付けません。
③締切日を過ぎてから参加を取りやめても、参加費は返却されません。
④会場内では安全上の注意事項を厳守して下さい。
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⑤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。
⑥上履き、スリッパをご用意下さい。
☆本大会の申込みにあたって取得した個人情報は、大会関連業務遂行に関して利用します。申込み時点で本人の同
意が得られたこととする。
☆本大会に参加される選手、関係役員及びスタッフを含めた会場風景や競技中の写真を、ＪＰＡが作成する各種のＰ
Ｒ用ポスター、ＪＰＡが主催する大会案内用ポスター、ＪＰＡのホームページ、ＪＰＡ時報への掲載等、ＪＰＡ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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他の資料は、ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会開催要項の６ページ以降と共通のため、ここでは
省略しましたので、そちらをご参照下さい。（尚、全日本教職員大会は団体戦がないので７ページの団体戦参加申込
書は対象外となります。）
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