
大会名：
日程：平成30年１１月２３日（金）～２４日(土)
会場： 兵庫県明石市パワーフラッシュアリーナ

※　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。
※　セッション試技開始15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）
※　コスチュームチェックの際に、「大会出場選手へのお知らせ」に沿って、国際大会派遣希望等の記載を、全選手から聴取・記入していただきます。
※　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。
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澤 工藤千 高垣 新田 門 上野 阿南 林 蜂須 沖浦 神岡 山本
南 工藤芳 大森了 善本　弥生 高栖 田中 工藤千 高橋

工藤　智恵子 大森　聖子 阿南　喜裕 大森　了 伊差川　浩之 澤　千代美 大森　聖子 阿南　喜裕 石本　直樹 大森　聖子 大森　了 石本　直樹

善本　弥生 神岡　俊輔 今井　剛 門　眞一郎 新田　昌和 門　眞一郎 伊差川　浩之 林　靖弘 保富　泰人 神岡　俊輔 沖浦　克治 八木　為総

工藤　芳正 八木　為総 林　靖弘 上野　辰彦 高垣　慶子 工藤　智恵子 善本　光彦 工藤　芳正 沖浦　耕治 善本　弥生 新田　昌和 善本　光彦

大森　了 南　茂樹 八木　為総 阿南　喜裕 大森　聖子 森川　知治 高栖　茂樹 新田　昌和 澤　千代美 髙橋　克佳 林　靖弘 門　眞一郎

新田　昌和 善本　光彦 澤　千代美 工藤　智恵子 浦野　雅彦 善本　弥生 大森　了 中橋　浩隆 三浦　重則 工藤　智恵子 伊差川　浩之 阿南　喜裕

保富　泰人 高垣　慶子 髙橋　克佳 工藤　芳正 小川　光寿 林　靖弘 久米・橋本 久米・橋本 久米・橋本 山本　隆太 蜂須　貢 中橋　浩隆

上野　辰彦 森川　知治 中橋　浩隆 照屋　利恵 今井　剛 浦野　雅彦 山本　隆太 田中　彰子 蜂須　貢 日野田　亮 久米　亮平 善本　弥生

氏　　名 所　　属 級 １-Ｓ １-Ｂ １-Ｄ ２-Ｓ ２-Ｂ ２-Ｄ ３-Ｓ ３-Ｂ ３-Ｄ ４-Ｓ ４-Ｂ ４-Ｄ
伊差川　洋之 沖縄県 国際１級
阿南　喜裕 岡山県 国際１級 主審 検量・ベンチ試験官

大森　聖子 神奈川県 国際２級 主審 スクワット試験官

大森　了 神奈川県 国際２級 主審 コ
澤　千代美 東京都 国際２級 検量 主審
南　茂樹 岡山県 国際２級 主審・コ
石本　直樹 岡山県 国際２級 デッド試験官

門　眞一郎 和歌山県 １級 検量 主審
沖浦　克治 長野県 １級 検量
新田　昌和 兵庫県 １級 検量 主審
工藤　智恵子 兵庫県 １級 検量 コ
八木　為総 京都府 １級 主審
神岡　俊輔 高知県 １級 検量
今井　剛 埼玉県 ２級
三浦　重則 京都府 ２級
上野　辰彦 滋賀県 ２級 検量
浦野　雅彦 兵庫県 ２級
森川　知治 埼玉県 ２級 主審
善本　光彦 兵庫県 ２級
善本　弥生 兵庫県 ２級 コ
中橋　浩隆 石川県 ２級
林　靖弘 石川県 ２級 検量 主審
保富　泰人 和歌山県 ２級
小川　光寿 富山県 ２級
照屋　利恵 沖縄県 ２級
工藤　芳正 兵庫県 ２級 コ
高垣　慶子 兵庫県 ２級 検量
髙橋　克佳 北海道 ２級 主審・コ
沖浦　耕治 長野県 ２級
高栖　茂樹 兵庫県 ２級 主審・コ
久米　亮平 徳島県 ３級
橋本　由起子 和歌山県 ３級
日野田　亮 京都府 ３級
山本　隆太 兵庫県 ３級 検量
田中　彰子 兵庫県 ３級 コ
蜂須　貢 兵庫県 ３級 検量
氏　　名 所　　属 級 １-Ｓ １-Ｂ １-Ｄ ２-Ｓ ２-Ｂ ２-Ｄ ３-Ｓ ３-Ｂ ３-Ｄ ４-Ｓ ４-Ｂ ４-Ｄ

橋本審判員の次のグループ（主にＣグループ）

久米審判員規定試技終了後の次のグループ

12:00
8:00 12:15
10:00

12:15
14:15

8:00

昇級試験（規定試技終了後次のグループは、橋本審判員に交代）

14:15

テクニカルコントローラー

セッション

階級

8:00
8:00
10:00

出場人数
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

陪審員

開始時刻
コスチュームチェック

検量
12:00

審判（最上段：主審）

検量担当

コスチュームチェック担当

競技開始

配置無し
陪審員

ＴＣ
3級

審判

女子47・52㎏級

女子57.63．72.84㎏級

男子59㎏級Ｍ１・Ｍ２

男子５９㎏級Ｍ３・Ｍ４

男子６６㎏級Ｍ１・Ｍ３・Ｍ４

男子６６㎏級Ｍ２

男子７４㎏級Ｍ１・Ｍ２

男子７４㎏級Ｍ３・Ｍ４

男子８３㎏級Ｍ１・Ｍ２・Ｍ３

男子８３㎏級Ｍ４・９３㎏級Ｍ１

男子９３㎏級Ｍ２・Ｍ３・Ｍ４　１０５㎏級Ｍ１

男１０５㎏級Ｍ２・１２０㎏級・１２０ｋｇ超級

レフリー申し込み状況・北海道→兵庫代替ジャパンクラシックマスターズパワー

1 2 4 5
２３日金曜日祝日 ２４日土曜日

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


