２０１６アジア・オセアニア

クラシック パワーリフティング選手権大会
開催要項

国際パワーリフティング連盟・オセアニアパワーリフティング連盟主催
ニュージーランドパワーリフティング連盟・カンタベリーパワーリフティング連盟主管
２０１６年１２月４日～１１日
ニュージーランド
※

クライストチャーチ（Christchurch, New Zealand）

本開催要項は情報の提供のみを目的とします。本大会のチームの選考、参加申し込み、および
ホテルの予約については個人ではなく、参加国単位で行ってください。

大会実行委員長：
住所：

Steve Lousich

280 Cameron Street, Hampstead, New Zealand 7700

E-mail： steve.lousich@gmail.com
Tel： +64-3-3089513 ; 携帯+64-21-672881
連絡：

情報は steve.lousich@gmail.com までお送りください。

技術委員長・大会事務局長・ビザ：
Ruth Knights
E-mail: canterburypowerlifting@gmail.com
開催地：

ニュージーランド

クライストチャーチ

（Christchurch, New Zealand）
日程：

２０１６年１２月４日～１１日

会場：

セレブレイションセンター（Celebration Centre）
81 bickerton St, Wainoni, Christchurch 8061

テクニカルミーティング：

２０１６年１２月４日（日） 午後１：３０ 会場にて

ホテルに関する情報：
各国は自国選手団の宿泊に関する予約を直接ホテルに対して行ってください。
オフィシャルホテル：Rydges Latimer Christchurch
30 Latimer Square Christchurch 8011
インターネットで予約をした場合１５％のディスカウント有り。
www.rydges.com/accommodation/new-zealand/latimer-christchurch/welcome
ＩＤ：

POWERWEB

料金：

$200～$280

4.5 星ホテル

会場まで約 5km。会場までの直通バス路線へ徒歩圏内。
朝食込のオプションあり。
体重計及びサウナが利用可能。
その他のホテル：
Chateau on the Park
4.5 星ホテル
189 Deans Avenue, Riccarton, Christchurch 8011
料金：

$200～$300

朝食込のオプションあり。
会場まで 9km；タクシーで２０分、$25～$30、又はバスで３５分、$3.50（およその時間、
料金です。交通の状況によります。）
予約：

www.chateau-park.co.nz

Ibis
エコノミークラスのホテル
107 Hereford Street, Christchurch 8011
料金：

$150～$200

朝食込のオプションあり。
会場まで約 5km；タクシーで１０分、$15～$20、又はバスで２０分、$3.50（およその時
間、料金です。交通の状況によります。）
予約：

www.ibis.com/Christchurch

Breakfree
格安のホテル
165 Cashel St, Christchurch 8011
料金：

$150～$200

朝食込のオプションあり。
会場まで約 5km；タクシーで１０分、$15～$20、又はバスで２０分、$3.50（およその時
間、料金です。交通の状況によります。）
予約：

www.breakfreeoncashel.nz

大会主催者は参加国の宿泊費に関して責任を負いません。各チームの代表が責任を負います。
送迎：

空港からホテルまでの送迎は各個人が責任を負ってください。ただし、多くのホテ
ルが空港までの無料のシャトルのサービスを提供しています。
ホテルから会場までの送迎も各個人が責任を負ってください。ただし、ホテルにタ

クシーの手配をしてもらうことは可能です。また、Yellow Line バスが直接上記の
全てのホテルを通って、シティーセンターから会場の通りまで３０分毎に運行され
ています。詳細については、www.metroinfo.co.nz をご確認ください。送迎および
ホテルに関するいかなる質問も、Canterburypowerlifting@gmail.com までご連絡く
ださい。
体重計：

体重計は毎日午前７時から午後１１時まで会場で利用可能です。

トレーニング： 会場のトレーニングエリアが毎日午前８時から利用可能です。ホテルにも小さなジ
ムがございます。Rydges（オフィシャルホテル）ではサウナが利用可能です。他
にもサウナが利用可能なホテルはございます。大会会場にはサウナ施設はございま
せんのでご注意ください。
飲食物：

会場では食事施設が利用可能です。

チャイルドケア：

５歳以下のお子様のためのチャイルドケアが会場で利用可能です。ただし、場

所と時間が限られておりますので、事前にお問い合わせください。
E-mail: justkidspreschool81@gmail.com
国旗および国歌：
写真：

国旗は参加各国がご用意ください。国歌は主催者が用意いたします。

確認されたエントリーリストに従って、ＩＤが選手・コーチ・審判員に手渡されま
す。受付までパスポートをご持参ください。ＩＤをお渡しいたします。

大会写真：

Darin Young フォトグラフィが本大会の公式フォトグラファーです。他の商用写真
は許可されません。毎日各セッション終了後に写真を見て注文することができます。
値段は８×１０サイズで$30 から。パッケージオプションが利用可能です。

晩餐会：

１２月１１日（日） １８：００より、Café Jireh にて
代金（後日発表）は参加費に含まれていません。

参加費：

パワーリフティング３種目
選手１人につき$200NZD
ドーピング検査費、選手１人につき$50NZD
コーチ：無料（選手１人につき最大２名）
ベンチプレスのみ
選手１人につき$200NZD

ドーピング検査費、選手１人につき$50NZD
コーチ：無料（選手１人につき最大２名）
パワーリフティング３種目とベンチプレス
コーチ：無料（選手１人につき最大２名）
それぞれの追加の競技に対して$50 の追加
２つの連盟を代表することに関して各競技ごとに$40 追加
参加費は選手が１つの連盟の代表であることに基いています。もし選手が２つの連
盟の代表となることを選択した場合、追加の$40 が課されます。
（例）
選手がオセアニア又はアジア

ノーギアパワーリフティング３種目にエントリー

した場合：
参加費$200＋ドーピング検査費$50＝合計$250
選手がアジア・オセアニア

ノーギアパワーリフティング３種目にエントリーした

場合：
参加費$200＋ドーピング検査費$50＋２つの連盟の代表として$40＝合計$290
選手がアジア・オセアニア

パワーリフティング３種目及びオセアニア ベンチプ

レスにエントリーした場合：
参加費$200＋ドーピング検査費$50＋ベンチ参加費$50＋２つの連盟の代表として
$40＝合計$340
選手がアジア・オセアニア

ノーギアパワーリフティング３種目及びアジア・オセ

アニア ベンチプレス（原文にはこの赤字箇所は有りませんが抜けていると思われ
ますので補いました）にエントリーした場合：
参加費$200＋ドーピング検査費$50＋ベンチ参加費$50＋２つの競技で２つの連盟
の代表として$80＝合計$380
両方の連盟のフルギア・ノーギア・パワー３種目・ベンチプレスに参加することを
希望するオセアニアの選手は更に$50＝合計$430 を追加すること。
大会Ｔシャツ： 会場にて購入可能です。
保険加入：

全ての各国代表は有効な健康保険に加入していなければなりません。主催者並びに
IPF は診察や入院に関するいかなる費用も支払うことは致しません。
カバンの紛失、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。

ライブストリーミング： 本大会のライブストリーミングが利用可能です。詳細は後日発表。
登録：

各国チーム登録用紙は、大会実行委員長 steve.lousich@gmail.com、および大
会事務局長 canterburypowerlifting@gmail.com に以下の日付までにお送りくだ
さい。

仮登録：

２０１６年１０月７日（記入済みの仮登録用紙を送付しなければなりません。仮登
録用紙が送付されていない場合、最終登録は受け付けられません。）

最終登録：

２０１６年１１月１４日（以後は受け付けられません。）

連絡：

本大会に関するＥメールは Steve Lousich (steve.lousich@gmail.com)まで、コピー
を大会事務局長 Ruth Knights (canterburypowerlifting@gmail.com)までお送りくだ
さい。

ビザ情報：

Ruth Knights (canterburypowerlifting@gmail.com)

表彰式：

各セッション終了後、アジア及びオセアニア ノーギアパワーリフティング３種目
並びにフルギア及びノーギアベンチプレスにおいて、各年齢・階級ごとに、１位・
２位・３位のメダルが授与されます。オセアニアの選手のみ、フルギアのパワーリ
フティング３種目及びベンチプレスに参加することができます。選手は表彰式にお
いてメダルを授与されるとき、チームユニフォームを着用しなければならない。

開会式：

開会式は会場にて１６：３０より行われます。各国選手１名及び役員/コーチ１名
が開会式に参加すること。

コーチ：

コーチは競技会前に登録し、コーチング同意書に署名しなければならない。選手１
人につき２名のコーチが許可される。コーチは、外観上及び健康・安全上の理由に
より、同意書に従って、適切なユニフォームを着用しなければならない

２０１６アジア・オセアニア

クラシック大会 スケジュール（仮）

テクニカルミーティング：１２月４日（日）１３：３０
開会式：２０１６年１２月４日（日）１６：３０
日付

検量時間

12/4（日）

12/4（日）
12/5（月）

7:00-8:30

階級

競技開始

審判員打ち合わせ

13:30

オセアニア会議

14:30

テクニカルミーティング

15:30

開会式

16:30

全オセアニア

全年齢・階級

9:00

全年齢・階級

12:30

全年齢・階級

15:30

全年齢・階級

18:30

全年齢・階級

9:00

53-93kg

12:30

105-120+kg

15:30

フルギア 女子
10:30-12:00

全オセアニア
フルギア 男子

13:30-15:00

全オセアニア
フルギア 女子
ベンチプレス

16:30-18:00

全オセアニア
フルギア 男子
ベンチプレス

12/6（火）

7:00-8:30

全女子
ノーギア
ベンチプレス

10:30-12:00

全男子
ノーギア
ベンチプレス

13:30-15:00

全男子
ノーギア
ベンチプレス

12/7（水）

12/8（木）

16:30-18:00

ノーギア 女子

43-52kg

18:30

7:00-8:30

ノーギア 女子

57-63kg

9:00

11:00-12:30

ノーギア 女子

72-84kg

13:00

15:00-16:30

ノーギア 女子

84+kg

17:00

7:00-8:30

ノーギア 男子

53-59kg

9:00

12/9（金）

11:00-12:30

ノーギア 男子

66-74kg

13:00

15:00-16:30

ノーギア 男子

83kg

17:00

7:00-8:30

ノーギア 男子

93kg

9:00

93kg

13:00

105kg

17:00

105kg

9:00

SJ, J, M3, M4
11:00-12:30

ノーギア 男子
オープン, M1, M2

15:00-16:30

ノーギア 男子
SJ, J, M3, M4

12/10（土）

7:00-8:30

ノーギア 男子
オープン, M1, M2

11:00-12:30

全ノーギア

男子

120kg

13:00

15:00-16:30

全ノーギア

男子

120+kg

17:00

注意すべき諸事項
仮登録は大会開催日の６０日前までに送付しなければならない。最終登録は大会開催日の２１日前
に提出しなければならない。これには仮登録者の氏名のみから選出すること。（言い換えれば仮登
録の選手のみが最終登録選手に代わることができる。新規登録は受け付けない。）
テクニカルルール第４ページ第７項に従い大会に参加する選手の確定したリストを送らなければな
らない。テクニカルミーティングでは最終登録からの選手の取り消しのみ可能。重量階級の変更は
認められない。提出された最終登録選手のみ大会出場が有効となる。
大会の競技日程の変更がありうる。競技日程の変更は１２月４日（日）に行われるテクニカルミー
ティングで決定される。
表彰式は各階級競技終了後に行う。表彰式の服装は各国参加チームの公式ユニフォーム（ジャージ）
を着用しなければならない。
参加費及びドーピング検査費はテクニカルミーティングの１０日前までに支払われなければならな
い。（IPF 細則 105.5.2 項）
免責事項
大会に参加する全ての連盟、選手、役員は免責事項に同意すること。また上記アジア・オセアニア
大会への参加、大会の延期または中止のために生じた個人的な負傷、金銭上の損害、死亡、あるい
は所有物の損傷に対するクレーム責任を追及する組織的な委員会を立ち上げ開催することはしない
ものとする。

Steve Lousich

Colin Wright

Ruth Knights

大会実行委員長

CPA 会長

大会事務局長

