資料１：第１号議案

平成２８年度事業計画案
＜平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日＞

平成 28 年 2 月 26 日

JAPAN POWERLIFTING ASSOCIATION

公益社団法人

日本パワーリフティング協会
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平成２８年度事業運営方針

■スポーツの価値や意義及びフェアプレイを否定したドーピング問題が発生した
ことを踏まえ、組織一丸となってドーピング根絶に向けた『アンチ・ドーピ
ング』の徹底推進を図る。
■組織基盤の強化として『ガバナンスの確立・強化』を図るとともに、『コンプ
ライアンス』に基づく組織運営を推進する。
■健常者と障がい者が共に競うパワーリフティング競技の醍醐味を訴求しつつ、
競技者層の更なる拡充を図る。
■世界で活躍できる『競技力の向上』と少子・高齢化社会に対応した『生涯ス
ポーツ振興』を軸とし、パワーリフティング競技の普及発展と健康増進によ
り、社会に貢献する。

競技力の向上

組織基盤と
財務基盤の
強化

パワーリフティング
競技の振興

ガバナンス
コンプライアンス

スポーツの
価値と意義
の向上
アンチ・ドーピング
フェアプレイ

生涯スポーツ振興

スポーツ振興を通して公益に資する
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平成２８度事業計画
Ⅰ

アンチ・ドーピング活動の推進に関する

１

アンチ・ドーピング事業の推進【アンチ・ドーピング委員会、スポーツ医科学委員会】
●平成２７年度において、２名のＪＰＡ登録選手がドーピング陽性者として公益財団法人
日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）から４年間の資格停止処分を受けたこと、及
び、この不祥事発生により副会長が引責退任したこと、ＪＰＡがＪＯＣの監視状態に置
かれ極めて厳しい危機的状況にあることを踏まえ、ドーピング防止対策を今年度の最重
点課題として組織挙げて推進する。

１．１

全国的競技会等におけるドーピング検査の実施

●全日本男子パワー大会、全日本女子パワー大会を含めたアンチ・ドーピング委員会が指
定する競技会において、ＪＡＤＡとの連携によりドーピング検査員のサポートを行うＮ
Ｆレップ（ＮＦ

Ｒepresentative）を派遣する。

●今年度より、ドーピングに対する危機感を持ってもらうよう６位以内の選手からランダ
ムに指名する。
◆実施ドーピング検査は別紙－３の通り
※ドーピング検査をスポーツ振興助成事業として申請中
１．２

アンチ・ドーピング委員会の組織体制の強化

●本部アンチ・ドーピング委員会の組織強化を図るとともに、ブロック及び都道府県協会
単位のアンチ・ドーピング委員会を新規に設置し、本部のアンチ・ドーピング委員会と
連携して啓発活動の徹底推進を行う。
１．３

ドーピング防止規程の大幅改訂に基づく運用

●ＪＡＤＡのアンチ・ドーピング規程に準拠したドーピング防止規程を、ＪＡＤＡの監修
により平成２８年２月に改訂し内容の充実化を図ったが、今期はこれを基にしてＪＰＡ
加盟団体はもとより都道府県協会内で周知させるとともに、啓発活動の徹底推進を行う。
●学生連盟、高校連盟、実業団連盟の規約や規程類において、ＪＰＡのドーピング規程及
び競技者等に関する規程に準拠した条項追加に向けて、指導を行う。
１．４

アンチ・ドーピング講習会開催を通じた啓発活動の推進

●今年度よりアンチ・ドーピング講習会の受講を全国的競技会の参加条件としていること
を踏まえ、全国的競技会の場を活用して選手、コーチ、役員等を対象とする講習会の開
催を大幅に増やすとともに講習内容の充実化を図る。尚、ブロック大会開催時も講習会
の開催実施を検討する。
●アンチ・ドーピング講習会に使用する教材について、ＪＰＡ独自の啓発教材を作成し、
受講者が理解しやすい講習会を推進する。
◆実施講習会は別紙－３の通り
※アンチ・ドーピング講習会をスポーツ振興助成事業として申請中
●登録団体の責任者及びコーチに対して、アンチ・ドーピング講習会への参加を義務付け
る。
１．５

大会参加への注意喚起及び参加要件の強化

●アンチ・ドーピングに関する啓発と趣旨徹底のために、以下について実施する。
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（１）平成２８年度より、全国的競技会及びブロック競技会参加時に「アンチ・ドーピ
ングに関する誓約書及び摂取サプリメントの申告書」の提出を義務付ける。
又、アンチ・ドーピングに関する誓約書は、各都道府県協会での選手・審判登録
時にも提出を義務付ける。
（２）アンチ・ドーピング講習会、履修レポート提出のこれまでの有効期限は、受講年
度の翌々年度末としていたが、平成２８年度から有効期限を翌年度末までと変更
する。
（３）現行のドーピング防止注意喚起文書、アンチ・ドーピングに関するお知らせ等の
見直しを行い、競技会開催要項及び大会プログラムに掲載し、周知させる。
１．６

アンチ・ドーピングに関わる的確な情報収集と迅速な情報発信

●日体協、ＪＯＣ、ＪＡＤＡ、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構（ＪＳＡＡ）等の関係
機関の発信情報をアンチ・ドーピング委員会とスポーツ医科学委員会との連携と役割分
担をしながら、講習会に参加して、国内外のアンチ・ドーピングに関する最新の状況把
握に努めるとともに、禁止薬物関連情報等の迅速な入手に努め、パワーリフティング関
係者に対して、ホームページ等を通じて適時、的確に公開する。
１．７ 指導者及び公認審判員養成事業と連携したアンチ・ドーピング教育、啓発活動の実施
●前記の公認指導員養成講習会及び審判講習会の場を活用し、アンチ・ドーピング意識向
上に関する内容を強化し、カリキュラムに織り込む。

Ⅱ

事業競技の普及、振興に関する事業

２

全国的競技会の開催事業【技術委員会、組織委員会】

２．１

全国的競技会の主催

●全国的競技会（フルギア競技、ノーギア競技）を継続的に主催することにより、競技力
の向上を図り、国際的に活躍する競技者の育成に資するとともに、開催地の地方協会と
連携を深めながら、競技の普及、振興の促進を図る。
◆実施内容：
（１）フルギア競技
全日本男子パワーリフティング選手権大会（以下「全日本男子パワー大会」）、
全日本女子パワーリフティング選手権大会（以下「全日本女子パワー大会」）、
全日本ベンチプレス選手権大会（以下「全日本ベンチ大会」）等
（２）ノーギア競技
ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会（以下「クラシックパワー大
会」）、ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会（以下「クラシックベンチ
大会」）

※クラシックパワー大会をスポーツ振興助成事業として申請中

●平成２８年度から向こう３か年の全国的競技会について、開催地輪番制に基づいて担当
ブロックと調整しながら、競技会の開催地を含めた日程計画を策定する。
２．２

層別、カテゴリー別全国的競技会の実施

●青少年、中高年等を対象とする生涯スポーツとして高校、大学、社会人等の大会を主催
又は後援することで広範な競技層の普及、拡大を図る。
◆実施内容：全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会、全日本マスターズパワー
リフティング選手権大会、全日本高等学校パワーリフティング選手権大
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会、全日本学生パワーリフティング選手権大会、全日本実業団パワーリフ
ティング選手権大会等を主管する地方協会や団体への支援を行う。
２．３

日本スポーツマスターズ 2016 秋田大会の協賛事業への参画

●生涯スポーツ振興の取り組み事業の一つとして、マスターズ層の総合的競技大会である
日本スポーツマスターズに参画を通じて、パワーリフティング競技人口の拡充を図り、
正式種目採択に向けた基礎作りを進める。
◆実施内容：今年度、ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会を
主管する秋田県パワーリフティング協会への支援を行う。又、その後、開
催が予定されている平成２９年度（2017）の兵庫県協会、平成３０年度
（2018）の北海道協会、平成３１年度の（2019）の岐阜県協会に対する支
援を行う。
２．４

国体公開競技実施に向けた支援

●平成２７年度のわかやま国体より、公開競技として初開催した。平成２８年も主管の岩
手県協会及び北海道東北ブロックとの連携を図り、大会運営に関する各種支援を行う。
●平成２９年以降、愛媛県、福井県、茨城県、鹿児島県、三重県、栃木県、佐賀県、滋賀
県で開催される公開競技の成功に向け、開催地の自治体や実行委員会との連携を進めな
がら開催県協会を支援する。尚、今後の公開競技開催地は次の通り。
又、平成３０年度の福井国体から、参加人数の増員見直しを行って開催する。
【2017 年】愛媛県伊予市、【2018 年】福井県大野市、【2019 年】茨城県つくば市、
【2020 年】鹿児島県沖永良部、【2021 年】三重県朝日町、【2022 年】栃木県、
【2023 年】佐賀県、【2024 年】滋賀県
◆実施内容：公開競技の選考方法の見直しによる実施内容の充実化と実施方法の周知徹
底を図り、必要に応じて、公開競技参加に向けた地方予選会、ブロック選
考会の実施に関する支援を行う。
２．５

健常者と障がい者の交流大会の開催

●ノーギア競技会を障がい者が参加できる競技会として位置づけ、障がい者の出場機会を
増やすとともに健常者と障がい者の交流を図り、競技普及、競技力向上及び選手育成を
推進する。
◆実施内容：障がい者の参加しやすい環境づくりを進めるために、開催要項に障がい者
向けの必要事項を追加記載し、全国的競技会のクラシックパワー大会、ク
ラシックベンチ大会を主管する地方協会との連携と支援を行う。
※上記の各実施内容に係る競技会のスケジュール等は別紙－1 参照
３

国際的競技会等への選手、役員の派遣事業【事務局、国際委員会】

３．１

国際的競技会や国際会議への参加

●世界パワーリフティング連盟（ＩＰＦ）が主催する世界パワーリフティング選手権大会
等、アジアパワーリフティング連盟（ＡＰＦ）が主催するアジアパワーリフティング選
手権大会等、この他、アジア連盟とオセアニア連盟が合同で開催する競技会等の海外の
競技会への選手、審判員及び役員の派遣を通じて、選手の競技力向上、審判員資格取得
の促進、審判技術の向上を図る。
◆実施内容：別紙－２のとおり
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●ＩＰＦやＡＰＦの国際会議に積極的に参加することにより、スポーツを通じた国際交流
の推進を図るとともに、参加国の様々な情報入手に努める。
３．２

国際的競技会の誘致

●２０１８世界ベンチプレス選手権大会の日本開催誘致に向けて、国際委員会、開催地及
び関係部署との連携を図りながら組織的活動を進める。
３．３

国際委員会の委員交代後の業務定着と業務改善

●委員長及び委員の交代に伴い、選手団の世界大会派遣業務を円滑に行えるよう、業務内
容の周知、定着、簡潔化、効率化等を図るために、改善策を検討し実施するとともに、
職務概要の見直しを行う。
３．４

国際大会開催要項等に関する日本語翻訳業務とこれに関連する業務の迅速化

●翻訳サポーターの増員に伴い、ＩＰＦ及びＡＰＦからの英語版開催要項等の諸情報を入
手次第、即時に日本語翻訳にとりかかり、関係者への迅速な案内とホームページ掲載を
徹底する。
３．５

大会選手団役員選考業務の改善

●国際大会に派遣する団長、副団長等の役員選考に関する業務改善を進め、派遣業務の迅
速化と効率化を図るとともに、必要により職務概要の見直しを行う。
３．６

日本選手団の行動規範等の順守事項に関する周知徹底

●国際大会参加する選手団を対象に、ドーピング検査時の心得を含め、海外派遣時の各種
注意事項に関する指導徹底を図る。

４

指導者及び公認審判員養成事業の推進【指導者育成委員会、技術委員会】

４．１

スポーツ指導者の育成促進

●国体公開競技の参加条件として選手団の監督が公認スポーツ指導者の有資格者であるこ
とを踏まえ、全国的に日体協公認スポーツ指導者の増員を図る。
◆実施内容：平成２８年度日体協公認指導員養成講習会（専門科目）委託事業
平成２８年１１月、講習会開講予定（東京大学駒場キャンパス）
※共通科目については、日体協（ＮＨＫ学園に委託）が実施する通信教育
の受講による。
４．２

「生涯健康指導士」の養成及び活用の推進

●少子・高齢化社会に対応した生涯スポーツ振興の中核をなす「生涯健康指導士」の有資
格者充実に向け、資格者養成講習会を開催するとともに、有資格者の活動を支援するこ
とにより競技普及に資する。
◆実施内容：平成２９年１月、ＪＰＡ認定生涯健康指導士講習会開講予定（東京大学駒
場キャンパス）
４．３

公認審判員のスキル向上と上位資格取得の促進

●競技の普及、啓発の中核的役割を担う公認審判員の有資格者拡充に向けた持続的な育成
と配置を推進するために、地方協会と連携した審判講習会を実施する。
◆実施内容：審判員講習会の開催と３級審判員試験の実施
●３級から２級、２級から１級への上位資格取得の促進を図るために、全国的競技会の場
において昇格試験を実施する。
◆実施内容：全日本男子パワー、全日本女子パワー等の３種目の大会での試験実施
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●ＩＰＦのルール改正等に関する情報の的確な入手とこれに伴う国内ルールの見直しを行
い、ＪＰＡのホームページ等を活用して周知を図るとともに、公認審判員の技術向上及
び改正ルールの習得を図るため、全国的競技会の場を活用したルールクリニックを実施
する。
５

主催競技会の運営に関する事業【スポーツ医科学委員会、技術委員会、組織委員会】

５．１

競技会の適正な運営及び進行の実施

●競技規則に則り、主管協会と連携して各種全日本選手権のタイムスケジュール、グルー
プ・セッション構成等運営及び進行に関する調整を実施する。又、各競技会に関する審
判員実務構成表を作成し、実務指導を行う。
５．２

公式記録、競技会の認定

●各都道府県協会から提出される「公式競技会認定申請書」、競技会開催要項等を審査
し、公式競技会としての認定作業を行う。又、日本記録に関しても同様に申請書を審査
し、ホームページでの公表及び認定証発行作業を行う。
５．３

競技規則等の制定

●ＩＰＦルールの発表に基づき、ルール変更を通達として公表する。
●全国的競技会の標準記録、国際大会派遣選手選考基準を見直し、公表する。尚、通達は
その都度、毎年１月に標準記録、国際大会派遣選手選考基準を発表し、当該年度のルー
ルブックを改訂し発行する。
●競技会運営の全国共通化、標準化を進めるために、ブロック競技会の開催運営に関わる
支援を行う。
５．４

ＩＣＴベースのグッドリフトシステムの普及

●全国的競技会では一般的になったＩＣＴベースのグッドリフトシステムの導入と活用に
向けて、技術習得の支援を継続推進する。
５．５

国際大会派遣選手選考

●毎年発表される国際大会派遣選手選考基準に則り、各種全日本選手権終了後に派遣対象
選手の出場意思を確認の上、各種国際大会派遣選手選考リストを作成する。なお、競技
会当日の選手選考業務に関しては、国際委員会との協力のもとで共同作業とする。
５．６

競技会会場での事故発生時に適切かつ迅速な処置ができる人員体制の整備・強化

●競技会の期間中、選手、役員、観客等の人身事故発生の際に、適切で迅速な救命処置を
実施するため、ＡＥＤによる現場での救命処置対応可能な人員を養成し、配置する。特
に、救命講習修了者の養成を図るため、日本赤十字社又は各市町村消防署で行なわれる
救命講習会の受講を促進する。
●ブロック競技会及び地方競技会は、ＡＥＤが設置されている施設で開催するように指導
するとともに、ＪＰＡが主催する全国的競技会では義務付けとする。
●平成２７年度にＪＰＡとして救命用具（担架、毛布、酸素ボンベ）を購入したので、今
年度からこれをＪＰＡ主催の競技会のでは持ち回りにより配備する。
５．７

選手の疾病、事故防止に向けた医科学情報の入手と啓発

●日体協、ＪＯＣ等各種機関や医科学専門誌から、選手に必要な最新の医科学関連情報の
入手に努め、ホームページ、大会プログラム等への掲載を通じて、情報提供と啓発を推
進する。
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６

広報活動に関する事業 【広報委員会、事務局】

６．１

公式ホームページの管理・運用及びコンテンツの内容充実化、適正化

●ホームページを媒体とした競技の普及・発展に関する支援とともに、ＪＰＡの事業に関
する理解と啓発に努める。
・国際大会、全国的競技会等の競技会開催要項や大会結果等の情報収集、整理、発信等
を適時適切に実施する。
特に、国民体育大会公開競技、日本スポーツマスターズ２０１６年大会等重点事業の
広報宣伝活動による支援を実施する。
・専門委員会との連携を緊密にし、ＩＰＦやＡＰＦを含め、日体協、ＪＯＣ、ＪＡＤＡ
等の外部機関から入手した情報発信を迅速に行う。
・会長方針のコンプライアンス・ガバナンスに関連する啓発情報の継続発信を進める。
●地方組織や加盟団体の持つホームページとのリンクを促進し、トピックスを含めその活
動状況等の情報発信を進める。
●国体公開競技、アンチ・ドーピング活動の支援等を目的としたＰＲ・啓発用ポスターを
作成し、配布する。
６．２

全国的競技会及び国体公開競技のユーストリウムでの全国生中継

●平成２７年度下期で廃刊した「ＪＰＡ時報」の制作費削減分で機材（カメラ、パソコ
ン、音響等）を購入し、今年度も全国的競技会の実況中継を行いパワーリフティングの
普及を推進する。

Ⅲ

組織基盤の確立に関する事業

７

公益法人としての組織体制整備と強化に関する事業【事務局、組織委員会、フェアプレイ委員会】

７．１

本部事務局の体制整備と対応強化

●窓口である本部事務局の体制強化として、人員補充を行うとともに事務局内の連携を密
にして、迅速・的確な対応を推進する。
●本部に送付された通知、通達等の重要書類等を整理し、確実な保管により必要な時に誰
もが容易に取り出して、確実な対応を推進する。
●事務局業務の業務分析を行い、所要時間の多い業務とロス時間の大きいもの等を重点思
考で事務局業務の改善を行う。必要により器材等の導入検討も考慮して進める。
７．２

ガバナンスの強化

●平成２７年度から四半期決算を開始した。一方、監査の実施は年度末のみであるが、こ
とから、今年度は監査も四半期決算毎に実施し、その結果を理事間で共有し、透明性の
ある管理を推進する。
●各委員会組織内の役割を明確化し、委員会相互の意思疎通、情報や課題について検討・
作成するためにＥメールを有効活用した委員会会議を推進する。
７．３

コンプライアンスに基づく組織運営の推進

●公益法人に関する法律、スポーツ基本法、日体協のスポーツ憲章や規程類に基づく競技
団体としてのあり方や使命を再認識した上で、ＪＰＡの定款や規程類に基づく組織運営
と事業運営を進め、会議体運営の透明性確保を図る。
◆実施内容：ＪＰＡ事務局及び専門委員会の活動根拠となる関連規程類の周知徹底を図
るとともに、活動の方向性の共通理解を深める。
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◆実施内容：「理事会等の会議体運営に関するガイドライン」に基づく理事会運営とと
もに、Ｅメールの活用による役員間の緊密な情報交換を行い、緊急課題に
ついてはインターネットによる持ち回り会議を実施し、迅速な対策検討を
行う。
●コンプライアンスによる運営強化のために、関連規程類の見直し整備を進め、その内容
の周知徹底を図る。
◆実施内容：事業運営に取り組む中で、実務上新たな課題や不明点が生じた際に、速や
かに専門委員会として担当する規程類の見直しの要否について、規程類の
統括責任者とともに検討を行う。
●日体協、ＪＳＡＡ等の公的機関が開催する研修会等への参加を通じて、危機管理、モラ
ルハザード、アンチ・ハラスメント、暴力根絶等に関する情報入手と知識習得に努め、
適時、適切に関係者への情報提供と啓発を行うとともに、必要によりＪＰＡの規程類に
反映させる。
８

加盟組織の基盤強化・充実に向けた事業【事務局、組織委員会、技術委員会】

８．１

都府県体育協会加盟促進に向けた支援

●平成２６年度に制定された「都道府県体育協会加盟申請ガイドライン」に基づいて、申
請手続きの支援を行うとともに、生活圏におけるパワーリフティング競技の普及及び都
府県体協加盟促進を図るため、市区町村体協への加盟促進に関する支援を行う。
８．２

地方協会の組織基盤の整備と強化に向けた支援

●未組織状態や組織運営が不活性な地方協会に対し、組織体制の確立、組織活動の支援、
組織基盤の活性化に向けた支援を図る。特に、基盤・体制強化の一環として、記録管理、
大会履歴管理等の事務管理の整備に関する支援を行う。
◆実施内容：体協加盟の要否に関わらず、「都道府県体育協会加盟申請ガイドライン」
の内容を踏まえて、地方協会と連携しながら基盤強化に向けた支援を行う。
●全国ブロック連絡協議会やブロック競技会開催の機会を活用して、本部とブロックとの
情報交換、情報共有を通じて連携強化を図りながら、様々な課題の共通認識と解決方法
を検討するとともに、ブロック間格差の是正やブロック内ガバナンスの強化に向けた方
策の検討を行う。
◆実施内容：平成２７年度に組織委員会の人員強化とブロック単位の担当者を決めた。
今期は、この役割分担に沿って支援業務に取り組む。
９

財務基盤の確立に関する事業【事務局、財務委員会】

９．１

現行賛助会員、協力団体の継続登録等の維持管理業務

●現行の法人、団体、個人賛助会員の継続登録と維持管理を図るため、案内状作成、各ブ
ロックとの連携協力により推進する。
９．２

賛助会員、協力団体の新規開拓と新規会員加盟の促進業務

●平成２８年度の目標を次の通りとする。
・法人賛助

５社

５０

万円

・団体賛助

３社

１５

万円

・個人賛助

１５人
合

計

７．５万円
７２．５万円
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９．３

寄付行為に関する業務

●免税募金に基づく寄付事業について、各ブロックとの連携協力により推進し、競技会開
催等において制度の適正且つ有効な活用を促進することで財源確保を図る。
９．４

ビデオ撮影、物品販売等の許認可業務

●全国的競技会の開催要項に記載されている「物品販売、販売目的のビデオ撮影申し出」
に基づく届け出に対して、有料許可の案内を行う。ただし、賛助会員は無料の優遇措置
があるので、その旨の案内を行い、会員の継続推進を図る。
以上

- 10 -

別紙－１

平成２８年度
本会等が主催する全国的競技会の開催事業
開催期日
Ｈ28 年

競技会名
□第26 回全日本実業団ベンチプレス選手権大会

5/29

開催地
埼玉県
さいたま市

5/27～5/28

※■第45 回全日本男子パワーリフティング選手権大会

兵庫県神戸市

同上

※■第40 回全日本女子パワーリフティング選手権大会

同上

同上

※■第35 回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会

同上

同上

※■第34 回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会

同上

７/24

□第43 回全日本学生パワーリフティング選手権大会

8/7

□第34 回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会

埼玉県
さいたま市

9/10
～9/11

■第71 回希望郷いわて国体公開競技パワーリフティング

岩手県
平泉町

9/17～9/18
10/16

☆日本スポーツマスターズ 2016 秋田県大会協賛事業

秋田県

※■第21 回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会

男鹿市

□第35 回全日本実業団パワーリフティング選手権大会

栃木県
日産自動車

11/26
～11/27

※■第28 回全日本ベンチプレス選手権大会
（カテゴリーは一般、サブジュニア、ジュニア、マスターズ）

東京都
品川区

Ｈ29 年

☆健常者、障がい者交流大会

愛知県

2/25～2/26

※■第21 回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会

岡崎市

（カテゴリーは一般、サブジュニア、ジュニア）
3/11～12

☆健常者、障がい者交流大会

静岡県

※■第17 回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会

浜松市

（カテゴリーは一般、サブジュニア、ジュニア、マスターズ）
3/26

□第14 回全日本選抜高校パワーリフティング選手権大会

埼玉県
さいたま市

※■第16 回全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大
会

同上

同上

【凡例】
■

ＪＰＡが主催する競技会

□

加盟団体が主催する競技会

※

国際競技会に関する日本代表選手選考会を兼ねる競技会

別紙－２
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平成２８度
ＩＰＦ、ＡＰＦが主催する国際的競技会への派遣事業
開催期日
Ｈ28 年

競技会名
■世界ベンチプレス選手権大会

4/18～4/24
5/14～5/21

（オープン、サブジュニア、ジュニア、マスタース゛）
■世界クラシックベンチプレス選手権大会
（オープン、サブジュニア、ジュニア、マスタース゛）

6/6～6/12

□アジアパワーリフティング選手権大会

開催地
デンマーク
rodby
ロシア
Potchefstroom
インド
ウダイプール

6/14～6/21
7/11～7/17

■世界クラシックパワーリフティング選手権大会

アメリカ

（オープン、サブジュニア、ジュニア、マスタース゛）

Killeen

■ユニバーシティー・ワールドカップ（ノーギア）

ベラルーシ
ミンスク

8/29～9/3

■世界ジュニア・世界サブジュニアパワーリフティ

Wroclaw

ング選手権大会

9月

ポーランド

□アジアベンチプレス選手権大会

ウズベキスタン
タシケント

10/2～10/8

■世界男子マスターズパワーリフティング選手権大

エストニア
Tallinn

会

10 月

パシフィック・インヴィテーション（招待試合）

11/13～

■世界男子・女子パワーリフティング選手権大会

11/19

アメリカ
Orlando

12 月

□アジア＆オセアニアクラシックパワーリフティン
グ選手権大会

ニュージーランド
クライストチャーチ

□アジア＆オセアニアクラシックベンチプレス選手
権大会
（オープン、サブジュニア、ジュニア、マスタース゛）
【凡例】
■

国際パワーリフティング連盟（ＩＰＦ）が主催する競技会

□

アジアパワーリフティング連盟（ＡＰＦ）が主催する競技会

別紙－３
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平成２８年２月２６日

平成 28 年度ドーピング検査実施計画
（スポーツ振興助成事業）
大会名

開催期日

開催場所

検体数
１９

5 月 27 日

第 45 回全日本男子パワーリフティング選手権大会

兵庫県

～29 日

第 40 回全日本女子パワーリフティング選手権大会

神戸市

第 35 回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会
第 34 回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会
9 月 12 日
～13 日

日本スポーツマスターズ

秋田県

第 21 回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会

男鹿市

10 月 16 日

第 35 回全日本実業団パワーリフティング選手権大会

11 月 26 日

第 28 回全日本ベンチプレス選手権大会

～27 日
2 月 25 日

未定

２

東京都

８

品川区
第 21 回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会

～26 日
3 月 11 日

６

愛知県

６

岡崎市
第 17 回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会

静岡県

～12 日

６

浜松市
計４７

平成 28 年度アンチ・ドーピング講習会実施計画
（スポーツ振興助成事業）
大会名

開催期日

開催場所

回数

講師担当

３回

ＪＰＡ

２回

ＪＡＤＡ

２回

ＪＰＡ

２回

ＪＰＡ

２回

ＪＰＡ

1回

ＪＡＤＡ

検討

ＪＰＡ

5 月 27 日

第 45 回全日本男子パワーリフティング選手権大会

兵庫県

～29 日

第 40 回全日本女子パワーリフティング選手権大会

神戸市

第 35 回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会
第 34 回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会
8月7日

※第 34 回全国高等学校パワーリフティング選手権大会

埼玉県
さいたま市

11 月 26 日

第 28 回全日本ベンチプレス選手権大会

～27 日
2 月 25 日

品川区
第21 回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会

～26 日
3 月 11 日

愛知県
岡崎市

第 17 回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会

～12 日
3 月 26 日

東京都

静岡県
浜松市

※第16 回全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大会

埼玉県
さいたま市

日程調整

※ブロック大会及び都道府県大会

※は助成事業対象外
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