
レフリー申し込み状況・新潟全日本ベンチ 平成30年10月6日 現在

大会名： 第30回全日本ベンチプレス選手権

日程：平成30年１０月１３日（土）～１４日(日)
会場：新潟県南魚沼市ディスポート南魚沼

※ 実務に就く際は、集合時間・ＪＰＡルール規定に則った服装を厳守してください。遵守出来ない場合は今後の実務をお断りします。

※ 第1・3セッション試技開始30分前に陪審員席にてルールクリニックを実施します。（担当者：最上段陪審員長）

※ この構成表は、都合により直前に変更される場合がありますので、当日再度ご確認下さい。

※ 今大会では、各セッション終了直後に表彰式（メダル授与のみ）を実施します。その際、出場選手全員に参加いただきますので

担当審判員（主審・副審・テクニカルコントローラー）で分担し、責任をもって全出場選手を招集して下さい。

上部構成表内氏名前の数字は、下部一覧のLot.に対応しています。

13日土曜日 14日日曜日
セッション 1 2 3 4 5 6 7 8

階級
女子 女子 男子 男子 男子 男子 男子 男子

43・47・63・72・84・８４+ 52.57 83 93 105.120.120+ 59 66 74
出場人数 30 32 29 29 33 20 28 31
集合時刻 検量・コスチュームチェック：開始15分前、 審判員紹介：各セッション開始5分前

開始時刻

コスチュームチェック 8:15 10:00 11:45 13:30 15:15 8:15 9:30 11:15
検量 8:30 10:15 12:00 13:45 15:30 8:30 9:45 11:30
競技開始 10:30 12:15 14:00 15:45 17:30 10:30 11:45 13:30

検量担当 星田 星田 石川 品田 杉山 今井 善本 川合 工藤芳 川合 今井 杉山 藤瀬 品田

重量聞き取り（女子のみ） 阿南 物江

コスチュームチェック担当 品川 今井 渡辺 川合 稲葉 藤瀬 宮本 田中 長江 照屋 林 田中 高橋 鷹野 宮本 下山

陪審員
（最上段：陪審員長）

佐々木健二 阿南 喜裕 伊差川 浩之 物江 毅 善本 光彦 阿南 喜裕 塩田 宗廣 工藤 芳正

石川 貴康 佐々木健二 品田 芳昭 善本 弥生 高橋 美和子 林 久子 古城 資久 宮本 智子

品田 芳昭 物江 毅 林 靖弘 今井 剛 長江 由美子 品川 秀樹 今井 剛 藤瀬 武彦

審判（最上段：主審）

阿南 喜裕 古城 資久 工藤 芳正 工藤 智恵子 林 靖弘 澤 千代美 伊差川 浩之 善本 光彦

今井 剛 善本 光彦 石川 貴康 杉山 仁 照屋 利恵 工藤 芳正 高橋 美和子 品田 芳昭

藤瀬 武彦 渡辺 進 稲葉 貴裕 宮本 智子 川合 正行 田中 彰子 鷹野 和美 下山 洋二

テクニカルコントローラー 稲葉 貴裕 川合 正行 品田 芳昭 田中 彰子 下山 洋二 川合 正行 杉山 仁 渡辺 進

上記斜字… 主審・副審：昇級試験受験者、 陪審員：試験官

審判長業務 抗議や突発的なことに対して、陪審員・審判に対しヒアリングする。（最終判断は陪審員）
不可 3級

陪審員 レフリー

TC

氏 名 所 属 級 1 2 3 4 5 6 7 8

伊差川 浩之 沖縄県 国際１級 主審

阿南 喜裕 岡山県 国際1級 主審 重量聞き取り

塩田 宗廣 兵庫県 国際２級 審判長業務 審判長業務 審判長業務 審判長業務 審判長業務

物江 毅 東京都 国際２級 重量聞き取り

澤 千代美 東京都 国際２級 主審

佐々木健二 愛知県 1級

林 久子 兵庫県 １級 コスチューム

工藤 智恵子 兵庫県 １級 主審

古城 資久 兵庫県 ２級 主審

品川 秀樹 神奈川県 ２級

林 靖弘 石川県 ２級 主審

善本 光彦 兵庫県 2級 検量 主審

善本 弥生 兵庫県 2級

高橋 美和子 東京都 ２級 コスチューム

長江 由美子 岡山県 ２級 コスチューム

照屋 利恵 沖縄県 ２級 コスチューム

宮本 智子 石川県 ２級 コスチューム コスチューム

石川 貴康 大阪府 ２級

工藤 芳正 兵庫県 ２級 主審 検量

今井 剛 埼玉県 ２級 コスチューム 検量 検量

藤瀬 武彦 新潟県 ２級 コスチューム 検量

渡辺 進 新潟県 ２級 コスチューム

杉山 仁 新潟県 ２級 検量 検量

品田 芳昭 新潟県 ２級 検量 検量

下山 洋二 神奈川県 3級 コスチューム

川合 正行 愛知県 ３級 コスチューム 検量 検量

鷹野 和美 大阪府 3級 コスチューム

稲葉 貴裕 新潟県 3級 コスチューム

星田 千鶴子 新潟県 3級 検量 検量

田中 彰子 兵庫県 ３級 コスチューム コスチューム

13日土曜日 14日日曜日
セッション 1 2 3 4 5 6 7 8


