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アジア／オセアニア ベンチプレス＆パワーリフティング選手権大会２０１５ 

ウズベキスタン国 タシケント 

２０１５年１２月１３日-１２月２０日 

 

仮申込：2015 年 10 月 12 日 最終申込：2015 年 11 月 17 日 ホテルキャンセル：12 月 1 日 

 

サブジュニア・ジュニア・オープン・マスターズ 

 

主 催：  アジアパワーリフティング連盟・ 世界パワーリフティング連盟 

主 管：  ウズベキスタンパワーリフティング連盟 

大会実行委員長 ： Fazliddin Umirzoqov and Talmasjan Orazimbetov 

                  2, Akkurgan str., Tashkent, Uzbekistan. Zip:100007 

                  E-mail: fozil789@mail.ru   

                  TEL:   +998935466972 

APF 技術委員長： Chao Chen Yeh 

                  E-mail: ctpa001@yahoo.com.tw 

開催地：   ウズベキスタン国 タシケント （Tashkent, Uzbekistan） 

日 程：   2015 年 12 月 13 日 － 12 月 20 日 

会 場：   ウズベキスタンホテル （”Uzbekistan” Hotel） 

ホテル：   ウズベキスタンホテル   (”Uzbekistan” Hotel  4 つ星ホテル) 

        45, Musahanova, 100047, Tashkent, Uzbekistan 

               Wevsite: http://hoteluzbekistan.uz/ 

         電  話 : +998935466972 

ホテル料金： 朝食付き料金 

シ ン グ ル ルーム    US＄110（一人/日） 

     ツインルーム（2 ﾍﾞｯﾄﾞ） US＄90（一人/日） 

       トリプルルーム（3 ﾍﾞｯﾄﾞ）US＄80（一人/日） 

（注意） 参加各国の全選手、コーチ、審判、及び役員は大会期間中オフィシャルホテル

に宿泊しなくてはならない。 違反した場合、参加者は課徴金として一人に付

き 100€を主催者に支払わなければならないと共に、大会参加認定が取り消さ

れ、競技から外されることになります。（ＩＰＦ 細則 105.4.４項） 

ホテル予約： 遅くとも大会 1 ケ月前までに大会実行委員長に申し込んでください。   

        宿泊代金は、ホテル到着時にチームマネージャーは、全員の宿泊料金を大会開催

事務に支払って下さい。大会主催者はいかなるホテル未払い請求分に関しても

支払いは致しません。チームマネジャーが全ての支払いに責任を負うものとし

ます。 

ID-カード： 参加各国は選手並びに役員の顔写真を大会実行委員長に送付してください。（セキ

ュリティーの関係上） 

        写真はパスポートサイズで、裏面にブロック体で氏名を記入し、Ｅメールにて受

付ます。 
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体重計：    大会会場とホテル大会事務局に設置 

アジア会議：   未定 

執行委員会会議： テクニカルミ―ティングの前に開催 

ﾃｸﾆｶﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ： 12 月 13 日 13：00－ ホテル 

開会式   ： 12 月 14 日 13：00－ 大会会場 

晩餐会   ： 12 月 20 日 19：00－ ホテル   会費 US＄３５（一人） 

空 港   ： タシケント国際空港 

交 通   ： タシケント国際空港⇔ホテル間の有料シャトルバス運行 一人片道 US＄15 

 

ドーピング検査費＆参加費 

        参加選手一人に付きドーピング検査費 US＄60 +参加費 US$40 をテクニカルミ

ーティングにて、徴収します。 

 

国旗 & 国歌： 参加各国は国旗と国歌を用意する。 

保険加入  ： 各国参加者は、バッグの紛失、盗難、到着便の遅延等をカバーする旅行保険の加

入をお勧めします。 主催者及び APF は怪我・病気等に際しての診察や入院に

かかるいかなる費用も支払いません。 

参加申込  ： 参加者名簿は以下の担当役員に送付してください。 

        大会実行委員長   Fazliddin Umirzoqov   fozil789@mail.ru 

   APF 事務局長    Sergey Kim     sergey.kim@mail.ru 

 APF 技術委員長  Chao Chen Yeh  ctpa001@yahoo.com.tw 

仮 申 込 ： 2015 年 10 月 12 日 

最終申込  ： 2015 年 11 月 17 日 

諸 連 絡 ： 大会に関するすべての連絡は大会実行委員長 Fazliddin Umirzoqov に E-mail

し、 

コピーを Chao Chen Yeh と Sergey Kim に送付してください。 

 

APF 会長  ： Farshid Soltani 

技術委員長 ： Chao Chen Yeh 

APF 事務局長： Sergey Kim 
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大会仮日程表【最終日程はテクニカルミーティング後に決定】 

 

日付 開始 日程 

12 月 13 日

（日） 

13：00 OPF/APF テクニカルミーティング 

12 月 14 日

（月） 

10：00 ノ―ギア ベンチプレス 男子 53kg 

 13：00 開会式 

 15：00 ノ―ギア ベンチプレス   男子 59kg 

 19：00 ノ―ギア ベンチプレス   女子 

12 月 15 日

（火） 

10：00 ノ―ギア ベンチプレス   男子 66kg, 74kg 

 12：30 ノ―ギア ベンチプレス   男子 83kg, 93kg 

 15：00 ノ―ギア ベンチプレス   男子 105kg, 120kg, 120+kg 

 18：00 ノ―ギア パワーリフティング（女子 43kg,-52kg） 

12 月 16 日

（水） 

10：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 53kg,-59kg） 

 14：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 66kg） 

 19：00 ノ―ギア パワーリフティング（女子 57kg） 

12 月 17 日

（木） 

10：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 74kg） 

 15：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 83kg）--SJ,J,M3,M4 

 19：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 83kg）--OPEN,M1,M2, 

12 月 18 日

（金） 

10：00 ノ―ギア パワーリフティング（女子 63kg） 

 15：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 93kg）--SJ,J,M4 

 19：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 93kg）--

OPEN,M1,M2,M3 

12 月 19 日

（土） 

10：00 ノ―ギア パワーリフティング（女子 72kg,-84kg） 

 15：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 105kg）--SJ,J 

 19：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 105kg）--OPEN,Master 

12 月 20 日

（日） 

9：00 ノ―ギア パワーリフティング（女子 84+kg,男子 120kg,120+kg 

--SJ, J, Master120&120+ 

 14：00 ノ―ギア パワーリフティング（男子 OPEN 120kg&120+kg） 

--OPEN 120,120 

 19：00 バンケット 
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表 彰 式 ：各競技の終了後。APF によってプログラム変更の可能性もある 

 

選考結果の発表：選考基準に基づき、選考された選手には JPA から直接参加申込書を送付しま

す。また JPA のホームページにも発表します。 

 

 

 

 

問合せ先：〒678-0241 兵庫県赤穂市惣門町 52-6 

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院内 

JPA 国際委員長 古城 資久 

   TEL：0791-45-1111 FAX：0791-45-1124 

   E ﾒｰﾙ：kojo@hakuho.or.jp 

 

 

★特記事項 

 

※選手団の引率をしてくださる団長等の役員希望の方は、上記国際委員会委員長までお

知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

①日本代表選手団としての大会参加であり、参加者は出国から帰国まで安全確保のためにも

同一行動をお願いします。又、団長から指示がある場合、それに従って下さい。 

②選手団が決まれば、航空券や現地宿泊の手配は国際委員会が一括して行いますので、個人

で勝手に手配をしないで下さい。 

③格別の理由により出国日が異なる等、別行動を取らなければならない場合、必ず事前に団

長あてに書面による連絡の上で了解をもらって下さい。上記②の手配を含めて、事前了解

なしで勝手に単独行動をされると制裁の対象となります。 

mailto:kojo@hakuho.or.jp

