第４回世界大学パワーリフティング選手権大会

主催： IPF
主管： エストニアパワーリフティング協会
開催地： タルトゥ エストニア
大会日程： 2019 年 7 月 21 日〜27 日

※この文書は情報提供のみを目的としています。本大会の代表団選考や参加申し込み、そしてホテルの予約
は国単位で行い、個人単位では行わないでください。
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タルトゥ エストニア

2019 年 7 月 21 日〜27 日

ウジュラ４スポーツハウス Ujula4

7 月 21 日(日)

２０：００より大会会場にて

Soola 6, Tartu 51013, Estonia https://www.dorpat.ee/contact-tartu-map/
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客室料金（朝食込み）
（１）

シングル：

一泊一人当たり 89EUR

（２）

ダブル ：

一泊一人当たり 55EUR

（３）

トリプル : 一泊一人当たり 44EUR

※大会事務局が参加国のホテル代を決して負担することはありません。客室料金は大会事務局宛に銀行送金
するか、ホテル受付到着時に支払ってください。

支払い方法
１）

クレジットカード

２）

現金払い（ユーロ）

３）

電信送金による支払いは遅くとも大会初日の 14 日前までに着金するようにしてください。

※注意事項
⑴

登録選手の取り消し、予約した宿泊客室のキャンセル、申請したバンケットのチケット枚数の変更等

は２０１９年６月３０日までに行うようにしてください。
⑵

期日までに変更しなかった場合、当事国の連盟に対し予約した客室のキャンセル料（ホテル側が要求

した場合）
、最終登録選手と大会役員の大会出場費、ドーピング費用、そしてバンケット費用をお支払いし
ていただきます。
⑶ ２０１９年６月３０日までに、審判員は各国連盟から大会事務局長宛に、最終登録から割り当てられ
た担当階級の変更を申請してください。

開催国への移動手段と送迎
※飛行機でレナルト・メリ・タリン空港へお出でください。
タリン空港からタルトゥ市内のホテルへの送迎
1 人での到着の場合： 片道一人当たり 100EUR

２人での到着の場合：

片道一人当たり 60EUR

３人での到着の場合： 片道一人当たり 40EUR

４人での到着の場合：

片道一人当たり 30EUR

５人以上での到着の場合：

片道一人当たり 25EUR

タルトゥ空港からタルトゥ市内のホテルへの送迎
1 人での到着の場合： 片道一人当たり 30EUR

２人での到着の場合：

片道一人当たり 20EUR

３人での到着の場合： 片道一人当たり 15EUR

４人以上での到着の場合： 片道一人当たり 10EUR

※旅行日程を交通担当の Jelena Andrusenko accomodation@powerlifting.ee にお送りください。
※Transport-banquet フォームをお使いください。
移動費はインヴォイスに記載してある大会事務局の銀行口座に事前にユーロでお支払いください。遅くと
も大会初日の 14 日前までにインヴォイスに記載してある銀行口座に着金するようにしてください。
送迎を予約したら、のちに不要になった場合でも必ずお支払いください。
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体重計
体重計はホテルと大会会場で利用可能です。

トレーニング
トレーニング機材（IPF 公認の機材とプラットフォーム）がホテルにて利用可能です。この機材は大会期
間中に出場選手のみ使用可能です。

国旗と国歌
国旗と国歌は大会事務局が用意します。

クロージングバンケット
7 月 27 日（土）の 20:00 よりドルパートホテルにて開催します。一人当たり 35 ユーロを大会事務局にお
支払いください。バンケットチケットの購入は Transport-banquet form でおこなってください。
チケットの注文はバンケット担当の Jelena Andrusenko accomodation@powerlifting.ee にお送りくださ
い。
チケット代金はインヴォイスに記載してある大会事務局の銀行口座に事前にユーロでお支払いください。
遅くとも大会初日の 14 日前までにインヴォイスに記載してある銀行口座に着金するようにしてください。

大会出場費
テクニカルミーティング前に IPF の銀行口座に 1 選手につき５０ユーロを振り込んでください。IPF イン
ヴォイスは IPF 会計担当者がお送りします。

アンチ・ドーピング費用
テクニカルミーティング前に IPF の銀行口座に１選手につき 60 ユーロを振り込んでください。IPF インヴ
ォイスは IPF 会計担当者がお送りします。

開催式
7 月 22 日（月）15:00 より大会会場にて挙行します。代表団は開催式に出席するものとする。

大会申込み
登録申込書は大会実行委員長(kaidoleesmann@gmail.com)と大会委員長(Gaston.Parage@powerlifting.sport)に
お送りください。仮登録と最終登録は以下の通りです。

仮登録：

5 月 22 日（申込書には不備がないようにしてください。仮登録に不備があった場合、最終登

録はできません。
）
最終登録： 6 月 30 日（これ以降の登録は受け付けません。
）
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表彰式
表彰式は各セッションの終了直後に開催します。表彰式では必ず公式ジャージを着用してくだい。

暫定スケジュール

2019 年７月 21 日（日）

Day

7 月 22 日（月）

7 月 23 日（火）

7 月 24 日（水）

7 月 25 日（木）

7 月 26 日（金）

7 月 27 日（土）

イベント

開始

アクレディテーション

12:00

テクニカルミーティング

20:00

階級

開始

検量

15:00

開催式
14:00 – 15:30

女子

- 47 & - 52 kg

16:00

09:00 – 10:30

女子

- 57 & - 63 kg

11:00

13:00 – 14:30

男子

- 59 & - 66 kg

15:00

09:00 – 10:30

女子

- 72 kg

11:00

13:00 – 14:30

男子

- 74 kg

15:00

09:00 – 10:30

女子

- 84 & +84 kg

11:00

13:00 – 14:30

男子

- 83 kg

15:00

09:00 – 10:30

男子

- 93 kg

11:00

13:00 – 14:30

男子

- 105.0 kg

15:00

09:00 – 10:30

男子

120 & +120.0 kg

11:00

バンケット

20:00
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重要事項
仮登録申し込みは大会 60 日前、最終登録は大会の 21 日前が期限となります。また最終登録は仮登録選手
の中からおこなってください。すなわち仮登録されている選手のみ代表選手として参加でき、新規登録はで
きません。
最終登録で登録された選手のみが大会出場を認められます。テクニカルミーティングでは最終登録された
選手の削除はできますが、階級変更や新規選手登録は認められません［テクニカルルール：４ページ、第７
項］。
競技日程は変更される可能性があります。全ての変更は 7 月 21 日（日）に大会会場にて行われるテクニ
カルミーティングでお知らせします。
大会事務局が大会の 21 日前までにホテルをキャンセルした旨の連絡を頂かなかった場合、ホテル代や大
会参加費、ドーピング費用をお支払いしていただきます。
（IPF 付則 105.5.2）
参加国の選手、コーチ、審判員、そして役員は全員大会事務局を通してホテルを予約し、大会日程中は公
式ホテルに宿泊してください。大会期間中に公式ホテルに宿泊しない場合は、公認料として 100 ユーロを大
会事務局に支払うことを命じます。前述に従わない場合は、大会参加資格を取り消す可能性があります。
（IPF
付則 105.4.4）

【免責事項】
世界大会への参加や中止や延期によって不利益（怪我、金銭的被害、死亡事故や物的損害を含む）が生じ
ても、全ての参加選手や役員は大会運営側に賠償請求を行わないものとする。

競技上の重要事項
世界大学パワーリフティング選手権大会は以下の規則によって執り行います。
1. 競技はノーギアルールに準ずる。
2. 参加国は男女各カテゴリーに５つまでの大学を登録できます。男子は８選手まで登録可能です。女子は
８選手を登録することが望まれます。
3. 男女各上位３大学が表彰されます。
4. チームスコアは男女各大学上位 5 名のスコアの合計で決まる。
（上から 12、9、8、7...）
5. 以下の条件を満たした選手が FISU 国際大学スポーツ選手権大会に出場できる可能性がある。
A） 参加国の代表選手であること。
B）

2019 年 1 月 1 日に 17 歳以上 25 歳以下であること。すなわち選手は 1994 年 1 月 1 日〜2001 年 12

月 31 日生まれでなければならない。
C）

FISU 規則５条２項に適合すること。

FISU 規則５条２項は以下の通りです
以下の条件を満たした者のみが選手として国際大学スポーツ選手権大会に参加できる。
A）

現在、大学もしくはそれに準ずる適切な国家認定により公認された組織において学位もしくは卒
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業証書の取得途中にいる公式に登録された学生であること。
B）

（A）で述べた大学・組織の卒業生は大会開催以前に学位もしくは卒業証書を獲得している者と

する。
6. 男女ともに標準の体重階級制となります。
7. メダル授与はスクワット、ベンンチプレス、デッドリフト、そしてトータルの 4 つとする。
8. 各大学から同一階級には最大で 2 人まで選手を登録することができる。
9. 世界大学プログラムはもう一度、FISU の監督下に入る。

IPF 会長
大会実行委員長
EPF 会長

Parage Gaston
Kaido Leesmann
Kaido Leesmann
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