
 

第３回 全日本教職員ベンチプレス（ﾉ-ｷﾞﾔ）選手権大会 

 

開 催 要 項 
［主催・主管］ パワーリフティング全日本教職員ネットワーク・全日本実業団パワ－リフティング連盟 

［  公 認  ］ 公益社団法人 日本パワ－リフティング協会 
［後援・協力］ 埼玉県パワーリフティング協会、栃木県パワーリフティング協会、千葉県パワーリフティング協会、 

日産自動車㈱、㈱神戸製鋼所真岡製造所、ＮＥＣ、他プログラム掲載 

 

１１１１．．．．日時日時日時日時・・・・会場会場会場会場    

  〔〔〔〔日日日日    時時時時〕〕〕〕 平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年    ５５５５月月月月    ２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    
                                    受付受付受付受付８：４０、 検量８：５５～、 開会式９：４５～、 競技開始１０：４０～ 

  〔〔〔〔会会会会    場場場場〕〕〕〕 サイデンサイデンサイデンサイデン化学化学化学化学アリーナアリーナアリーナアリーナ（（（（ささささいたまいたまいたまいたま市記念市記念市記念市記念総合総合総合総合体育館体育館体育館体育館））））多目的室多目的室多目的室多目的室    
所在地 〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 4-3-1 
TEL ： 048-851-5050 

ホームページ URL  http://sai-kinen-spomachi.jp/ 

※アクセスは、別紙案内図を参照ください。 

    

２２２２．．．．参加資格参加資格参加資格参加資格・・・・競技内容競技内容競技内容競技内容    
  〔〔〔〔参加資格参加資格参加資格参加資格〕〕〕〕 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個人戦参加：平成３１年度ＪＰＡ（都道府県協会）の「選手ＩＤ」を有する者 

         ③団体戦参加：平成３１年度の所属団体登録された団体（同一所属で構成したチーム） 

         ④全日本実業団パワーリフティング連盟が定める標準記録に達する者 

         ⑤事前にドーピング防止講習会を受講した選手、セコンド。 

大会に参加する選手は、参加申込時にドーピング防止講習会受講証明書の控え(コピー)を 

提出すること。セコンドは大会当日に受講証明書の控え(コピー)を提出すること。 

※有効期限は、いずれも受講日から２年間です。 

★★★★ドーピンドーピンドーピンドーピンググググ防止講習会防止講習会防止講習会防止講習会のののの実施実施実施実施についてについてについてについて★★★★    
未受講者に配慮し、大会当日に実施致します。本大会申込時に、ドーピング防止講習会 

受講申込書を提出してください。出場選手や大会当日にセコンドを予定している方もこの 

ドーピング防止講習会を受講後に有効と認めます。 

日 時：平成３１年 ５月２6 日（日） 試技終了後より予定（約１時間） 

会 場：サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館） 

プラザウエスト 4F 視聴覚室（大会会場と同じ敷地内） 

  〔〔〔〔    規規規規    則則則則    〕〕〕〕  公益社団法人 日本パワ－リフティング協会 競技規則 

  〈〈〈〈    特特特特    記記記記    〉〉〉〉  ＪＰＡが定めるリフティングス－ツ（ツリパン）を着用のこと ※スパッツはスパッツはスパッツはスパッツは不可不可不可不可 

  〔〔〔〔    クラスクラスクラスクラス    〕〕〕〕  男子・女子の一般の部 

  〈〈〈〈    階階階階    級級級級    〉〉〉〉  男子：59.0 66.0 74.0 83.0 93.0 105.0 120.0  120＋級 

          女子：47.0 52.0 57.0 63.0 72.0 84.0 84＋級 

  〔〔〔〔    表表表表    彰彰彰彰    〕〕〕〕  個 人：階級ごとに１位～６位（１位～３位メダル）以下記録証兼賞状 

                                            全選手の中から 1 名最優秀選手賞（東郷杯）を授与する。 

〔〔〔〔ドドドド－－－－ピングピングピングピング〕〕〕〕    全選手全選手全選手全選手のののの中中中中からランダムにからランダムにからランダムにからランダムに数名数名数名数名のののの薬物検査薬物検査薬物検査薬物検査をををを実施実施実施実施するするするする    

    

３３３３．．．．登録費登録費登録費登録費・・・・参加費参加費参加費参加費・・・・申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法    
  〔〔〔〔大会大会大会大会参加費参加費参加費参加費〕〕〕〕    個人戦個人戦個人戦個人戦参加費参加費参加費参加費    １１１１名名名名    ７７７７,,,,００００００００００００円円円円    

  〔〔〔〔    選手登録選手登録選手登録選手登録    〕〕〕〕    事前事前事前事前ににににＪＰＡＪＰＡＪＰＡＪＰＡ((((都道府県協会都道府県協会都道府県協会都道府県協会))))へへへへ登録申請登録申請登録申請登録申請してしてしてして必必必必ずずずず「「「「選手選手選手選手ＩＤＩＤＩＤＩＤ」」」」をををを取得取得取得取得ののののことことことこと    

★★★★JPAJPAJPAJPA    HPHPHPHP からからからから選手選手選手選手登録登録登録登録をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

JPAJPAJPAJPA    HPHPHPHP    ：：：：    http://www.jpahttp://www.jpahttp://www.jpahttp://www.jpa----powerlifting.or.jp/powerlifting.or.jp/powerlifting.or.jp/powerlifting.or.jp/registration_main/registration_main/registration_main/registration_main/    

〔〔〔〔申込申込申込申込先先先先〕〕〕〕            所定の申込用紙に必要事項を記入し、下記へ郵送及び、振り込みのこと 

※登録された個人情報は、代表者（参加者）への連絡および成績集計目的以外で使用 

致しません。なお、集計された成績表については、ＪＰＡホームページ上で発表され 

ます事、ご了承願います。 

〔〔〔〔必要書類必要書類必要書類必要書類〕〕〕〕            ・・・・第第第第３３３３回回回回    全日本教職員全日本教職員全日本教職員全日本教職員ベンチプレスベンチプレスベンチプレスベンチプレス((((ﾉﾉﾉﾉ----ｷﾞｱｷﾞｱｷﾞｱｷﾞｱ))))選手権大会参加申込書選手権大会参加申込書選手権大会参加申込書選手権大会参加申込書    

・アンチ・ドーピングに・アンチ・ドーピングに・アンチ・ドーピングに・アンチ・ドーピングに関関関関するするするする誓約書及誓約書及誓約書及誓約書及びびびび摂取医薬品摂取医薬品摂取医薬品摂取医薬品・サプリメント・サプリメント・サプリメント・サプリメント申告書申告書申告書申告書    

・ドーピング・ドーピング・ドーピング・ドーピング防止講習会受講証明書防止講習会受講証明書防止講習会受講証明書防止講習会受講証明書のののの控控控控ええええ（（（（コピーコピーコピーコピー））））    

・・・・試技試技試技試技カードカードカードカード（（（（大会当日大会当日大会当日大会当日、、、、持参持参持参持参のことのことのことのこと。。。。提出不要提出不要提出不要提出不要））））    



    

 

・申込先 〒〒〒〒300300300300----1153115311531153 茨城県稲敷郡阿見町実穀茨城県稲敷郡阿見町実穀茨城県稲敷郡阿見町実穀茨城県稲敷郡阿見町実穀 1529152915291529----112112112112        田口田口田口田口    敏見敏見敏見敏見    宛宛宛宛    

   ・参加費 全日本実業団全日本実業団全日本実業団全日本実業団パワパワパワパワ－－－－リフティングリフティングリフティングリフティング連盟口座連盟口座連盟口座連盟口座        

＊＊＊＊郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座：：：：００１５０００１５０００１５０００１５０    －－－－    １１１１    －－－－    ６６１２９６６６１２９６６６１２９６６６１２９６    

  〔〔〔〔締締締締めめめめ切切切切りりりり〕〕〕〕  平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年    ４４４４月月月月    ２２２２0000 日日日日（（（（金金金金））））必着必着必着必着    
 

４４４４．．．．問合問合問合問合せせせせ    
  〔大会運営,申込み等の問合先〕 パワーリフティング全日本教職員ネットワーク代表幹事 

    中 谷 幸 市 ℡ 090-6122-4727 E-MAIL: nakatani@kokushikan.ac.jp 

 
 

５５５５．．．．諸注意諸注意諸注意諸注意    
  ① 申込みは、必ず個人登録の場合でも勤務先名を所属として下さい。 

    ※練習先のジム名や体育館名等では受け付けません。 

  ② 電話での申し込み及び参加費振込みのないものは受け付けません。 

  ③ 申込締切日を過ぎてからの階級変更はオ－プン参加となります。 

  ④ 申込締切日を過ぎてからの参加取り消しの場合は参加費の返却はいたしません。 

    

６６６６．．．．標準記録標準記録標準記録標準記録    
以下を平成 3１年度全日本教職員ベンチプレス(ﾉｰｷﾞｱ)選手権大会の標準記録とし、有効期限を 

平成３０年１月１日～大会申込締切日までのＪＰＡ都道府県協会主催、主管の選手権大会(ﾉｰｷﾞｱ) 

の記録とする。（昨年度の教職員ベンチ大会の記録は有効とする。） 
＊標準記録を満たさない選手には、教職員ネットワークの代表者、もしくは教職員ネットワークの幹事の推薦が 

ある場合には出場できるものとする。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

７７７７．．．．日本記録日本記録日本記録日本記録についてのについてのについてのについての注意事項注意事項注意事項注意事項    
・2.5kgの倍数でない端数の日本記録に挑戦する際は、一般の部のみ新記録として認める。尚、2.5kgの倍数

の日本記録に挑戦する際は、上記の限りではない。  

以 上 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

男子男子男子男子    
(㎏級)    

一般一般一般一般    
女子女子女子女子    
(㎏級)    

一般一般一般一般    

５９ 

６６ 

７４ 

８３ 

９３ 

10５ 

1２０ 

+125 

７０７０７０７０    

７５７５７５７５    

82.582.582.582.5    

９０９０９０９０    

９９９９5555    

１００１００１００１００    

１０５１０５１０５１０５    

107.5107.5107.5107.5    

 

４７ 

５２ 

５７ 

６３ 

７２ 

８４ 

+８４ 

３０３０３０３０    

３２３２３２３２....５５５５    

３５３５３５３５    

３７３７３７３７....５５５５    

４０４０４０４０    

４２４２４２４２....５５５５    

    ４５４５４５４５    



第第第第３３３３回回回回    全全全全日本教職員日本教職員日本教職員日本教職員ベンチプレスベンチプレスベンチプレスベンチプレス（（（（ﾉﾉﾉﾉ----ｷﾞﾔｷﾞﾔｷﾞﾔｷﾞﾔ））））選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    

会会会会    場場場場    案案案案    内内内内    およびおよびおよびおよび    宿宿宿宿    泊泊泊泊    案案案案    内内内内    
    

１１１１．．．．会場案内図会場案内図会場案内図会場案内図    

会 場 サイデンサイデンサイデンサイデン化学化学化学化学アリーナアリーナアリーナアリーナ（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市記念総合体育館市記念総合体育館市記念総合体育館市記念総合体育館））））多目的室    
所在地 〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 4-3-1 ℡：０４８－８５１－５０５０    

交 通 ●JR 京浜東北線「浦和」駅下車 ②乗場から「桜区役所・大久保浄水場」行き乗車  

または、③乗場から「桜区役所」行き乗車 桜区役所下車 徒歩 1 分 

(｢大久保浄水場行き」は桜区役所に停車しない場合あり。その際は「十石田」で下車) 

●JR 埼京線「中浦和」駅下車 「中浦和」駅西口 国際興業バス乗場「桜区役所」行き乗車、 

桜区役所下車 徒歩 1 分 

●JR 武蔵野線「西浦和」駅下車 「西浦和」駅 

コミュニティバス乗場から「市民医療センター」行き乗車、桜区役所下車 徒歩１分 

 

 

    

    

               

拡拡拡拡

大大大大

図図図図    

会場会場会場会場    

会場会場会場会場    

埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学    

至至至至    

中浦和駅中浦和駅中浦和駅中浦和駅    

最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    



    

２２２２．．．．宿泊案内宿泊案内宿泊案内宿泊案内    

        ホテル名：：：：プラザホテルプラザホテルプラザホテルプラザホテル浦和浦和浦和浦和    
所在地：埼玉県さいたま市南区鹿手袋１－１－１ 

ＴＥＬ：０４８－８６３－５１１１ 

ＦＡＸ：０４８－８６２－２５７５ 

＊＊＊＊宿泊宿泊宿泊宿泊はははは必必必必ずずずず予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですのでですのでですのでですので、、、、各自各自各自各自でででで予約予約予約予約、、、、申込申込申込申込みをしてみをしてみをしてみをして下下下下さいさいさいさい。。。。    

＊＊＊＊ホームページホームページホームページホームページ URLURLURLURL        http://www.plazahotelhttp://www.plazahotelhttp://www.plazahotelhttp://www.plazahotel----urawa.com/urawa.com/urawa.com/urawa.com/    

ＪＲ埼京線「中浦和駅」隣 

 

首都高速埼玉大宮線⇒浦和南インタ-より約５分 

JR 埼京線・中浦和駅 隣（駅から見えます）    

JR 京浜東北線⇒浦和駅西口より車で５分 

 ＊東京駅から京浜東北線、赤羽駅で埼京線大宮方面に乗り換え、中浦和駅下車。 

    

                                             

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

第３回第３回第３回第３回    全日本教職員ベンチプレス全日本教職員ベンチプレス全日本教職員ベンチプレス全日本教職員ベンチプレス((((ﾉﾉﾉﾉ----ｷﾞｱｷﾞｱｷﾞｱｷﾞｱ))))選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    

    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    
パワ－リフティング全日本教職員ネットワークパワ－リフティング全日本教職員ネットワークパワ－リフティング全日本教職員ネットワークパワ－リフティング全日本教職員ネットワーク    御中御中御中御中                                平成３１年平成３１年平成３１年平成３１年        月月月月        日日日日        

所属団体名所属団体名所属団体名所属団体名        名名名名    称称称称        

〒〒〒〒                            Tel:Tel:Tel:Tel:                                        Fax:Fax:Fax:Fax:     申込み申込み申込み申込み    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名    

    

    連絡先連絡先連絡先連絡先    
    

    

氏氏氏氏        名名名名    選手ＩＤ番号選手ＩＤ番号選手ＩＤ番号選手ＩＤ番号    

住住住住    所所所所    性別性別性別性別    
カテゴリ－カテゴリ－カテゴリ－カテゴリ－    

階級（㎏）階級（㎏）階級（㎏）階級（㎏）    
生年月日生年月日生年月日生年月日    

（満  歳）    
大会名大会名大会名大会名                                    自己記録自己記録自己記録自己記録            ㎏㎏㎏㎏    

    

教職員教職員教職員教職員    太郎太郎太郎太郎    選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

〒〒〒〒************----****************        □□県□□県□□県□□県    △△市△△市△△市△△市    ○○町○○町○○町○○町    １－１－１１－１－１１－１－１１－１－１    

2018/2018/2018/2018/    5555 / 15 / 15 / 15 / 15 ※※※※パワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録を記載記載記載記載    

第第第第********回回回回    □□県ベンチプレス□□県ベンチプレス□□県ベンチプレス□□県ベンチプレス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    記録記録記録記録    100100100100 ㎏㎏㎏㎏    
        
    
標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？        はいはいはいはい    ・・・・    いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）    
    ※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。    

    

    

男子男子男子男子    

    

女子女子女子女子    

    

一般一般一般一般        
    
    
    

６６６６６６６６kgkgkgkg 級級級級    

西暦西暦西暦西暦    1969196919691969 年年年年    

10101010 月月月月    14141414 日日日日    

    

（満（満（満（満    49494949 歳）歳）歳）歳）    

        
ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？    はいはいはいはい    ・・・・    いいえいいえいいえいいえ    
    ※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。    

 

    選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：    

〒〒〒〒            ----                        県県県県                市市市市            

20202020        ////        / / / /     ※※※※パワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録を記載記載記載記載    

第第第第        回回回回                                                    大会大会大会大会        記録記録記録記録                ㎏㎏㎏㎏    
        
    
標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？        はいはいはいはい    ・・・・    いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）    
    ※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。    

男子男子男子男子    

    

女子女子女子女子    

一般一般一般一般        
    
    
    
    

kgkgkgkg 級級級級    

西暦西暦西暦西暦                年年年年    

    

月月月月        日日日日    

    

（満（満（満（満            歳）歳）歳）歳）    
    
ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？    はいはいはいはい    ・・・・    いいえいいえいいえいいえ    
    ※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。    

 

    選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：選手ＩＤ：    

〒〒〒〒            ----                        県県県県                市市市市            

20202020        ////        /  /  /  /      ※※※※パワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録をパワー大会の場合はベンチのみの記録を記載記載記載記載    

第第第第        回回回回                                                    大会大会大会大会        記録記録記録記録                ㎏㎏㎏㎏    
        
    
標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？標準記録を満たしていますか？        はいはいはいはい    ・・・・    いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）いいえ（推薦）    
    ※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。※いいえの方は、団体戦選手になることはできません。    

男子男子男子男子    

    

女子女子女子女子    

一般一般一般一般        
    
    
    

kgkgkgkg 級級級級    

西暦西暦西暦西暦                年年年年    

    

月月月月        日日日日    

    

（満（満（満（満            歳）歳）歳）歳）    
    
ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？ドーピング防止講習会を受講しましたか？    はいはいはいはい    ・・・・    いいえいいえいいえいいえ    
    ※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。※いいえの方は、参加できません。    

 

 

＊１．年齢は大会当日の満年齢を記入して下さい。 

       

＊２．選手参加費７選手参加費７選手参加費７選手参加費７,,,,０００円／人０００円／人０００円／人０００円／人 

＊３．登録された個人情報は、代表者（参加者）へのご連絡及び成績集計目的以外では使用致しません。 

   尚、集計された成績表については、ＪＰＡホームページ等で公開されます事をご了承願います。 

【 申し込み詳細 】 

                 選 手 参 加 費選 手 参 加 費選 手 参 加 費選 手 参 加 費                                ７７７７,,,,０００円×０００円×０００円×０００円×            名＝名＝名＝名＝                            円円円円    

                                                                        
                                                                                                合合合合    計計計計                                        円円円円    

※４．必要事項全てに記入をお願いします。全てに記入がない場合は、選手申込みをお受けすることができませ※４．必要事項全てに記入をお願いします。全てに記入がない場合は、選手申込みをお受けすることができませ※４．必要事項全てに記入をお願いします。全てに記入がない場合は、選手申込みをお受けすることができませ※４．必要事項全てに記入をお願いします。全てに記入がない場合は、選手申込みをお受けすることができませ

んので、ご協力をお願いします。んので、ご協力をお願いします。んので、ご協力をお願いします。んので、ご協力をお願いします。    

※５．本申込書は、３名分となっておりますので、４名以上で申込む場合は、コピーして記入をお願いします。 

 

 

 

例 



 

アンチ・ドーピングに関する誓約書 

及び摂取医薬品・サプリメント申告書 
（公社）日本パワーリフティング協会  御中 

パワーリフティング全日本教職員ネットワーク  御中 

 

この度、埼玉県さいたま市（サイデン化学アリーナ）で開催される第３回全日本教職員ベンチプレス選手権大会

に出場するに際して、私はアスリートとして、世界アンチ・ドーピング規程、日本アンチ・ドーピング規程及び

ＪＰＡのドーピング防止規程を順守し、定められた規則を守りスポーツマンシップとフェアプレイの精神に基づ

いて競技することを誓います。 

又、ドーピング検査の対象になった場合、これを拒否せず、検体採取に応じることを誓います。 

この誓約書を主管協会に提出しなかった場合、競技会に出場できない場合があることを了承します。又、このよ

うな事態になった場合でも、一切の不服を申し立てしません。 

平成３１年５月２６日 
 

３か月以内に摂取した医薬品、サプリメント（常用を含む）は次の通りです。 

医薬品名やサプリの 

商品名称 

メーカー名 

又は販売元 
摂取時期又は期間 

 

 

 

 

 

ご住所 
〒 

ご氏名 ㊞ 

所  属 □団体（名称：                                ）□個人 

自 宅  連絡先 

電話番号 
携 帯  

 
★必ず必要事項を記入の上、朱肉により捺印して下さい。捺印がない場合は、本誓約書は無効とし、提出されなかっ

たこととします。シャチハタ及び電子印は認めません。 

★今回、入手した個人情報は、アンチ・ドーピング対応と今大会の運営に関わること以外に使用しません。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

本大会時（本大会時（本大会時（本大会時（5/265/265/265/26）のドーピング防止講習会受講申込書）のドーピング防止講習会受講申込書）のドーピング防止講習会受講申込書）のドーピング防止講習会受講申込書    
受講希望の方は、以下の記入欄に記入し、申し込んでください。 

氏名 住 所 電話番号 

  

  

 

 

 


