
第38回茨城県高等学校新人パワーリフティング

第17回常総カップパワーリフティング

●主　催 茨城県パワーリフティング協会・茨城県高等学校パワーリフティング連盟

●共　催 つくば市スポーツ協会

●主　管 つくば市パワーリフティング協会

●後　援 茨城県・茨城県議会・茨城県教育委員会・（公財）茨城県スポーツ協会・つくば市・つくば市教育委員会

（予定） 読売新聞社水戸支局・茨城新聞社・全日本高等学校パワーリフティング連盟

●公　認 公益社団法人日本パワーリフティング協会

●日　時 令和４年１１月２０日（日）

●会　場 つくば市谷田部総合体育館

つくば市谷田部４７０１　　Ｔeｌ029-837-0959

●階　級 常総カップ男子　 59kg級,66kg級,74kg級,83kg級,93kg級,105kg級,120kg級,120kg超級

常総カップ女子　 47kg級,52kg級,57kg級,63kg級,69kg級,76kg級,84kg級,84kg超級

高校男子　 59kg級,66kg級,74kg級,83kg級,83kg超級

高校女子　 47kg級,52kg級,57kg級,63kg級,63kg超級

●参加資格　 満14歳以上の健康な県内在住、在勤者及び茨城県内所属団体加入者で、

令和４年度ＪＰＡ茨城県登録選手

●競技方法 ＪＰＡ（公益社団法人日本パワーリフティング協会）ルールによる公認公式競技会

（原則、無観客で開催します。）

申込階級と検量体重が相違する場合は参加できません。

●表　彰 個人戦フルギア・ノーギアを含め階級共６位まで賞状

団体戦３位までトロフィー、６位まで賞状

個人戦3位までメダル、6位まで賞状

団体戦３位までトロフィー、６位まで賞状

団体戦は、茨城県所属団体登録した１団体３名以上を対象とし、上位５名の合計得点とする。

（得点計算は、１位１２点、２位９点、３位８点以下～９位２点、10位以下は

失格しなければすべて１点とする。）

●参加費 ５，０００円

●選手登録 選手登録は、JPA の選手登録サイト http://www.jpa-powerlifting.or.jp/registration_main/ 

 の説明に従って行うこと（県協会では登録手続きを受け付けません）。

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて現金書留にて申し込むこと。

大会までに令和4年度ＪＰＡ選手登録を済ませること。

所属団体登録選手は各団体より一括して申し込むこと。

県外オープン参加は受付けておりません。

選手権大会開催要項
兼　鹿児島国体茨城県一次予選会

常総カップ

高校新人



●申込先 〒３０５－０８６１　　茨城県つくば市谷田部２９６３－２

大会事務局　瀬尾桂一宛　 Ｔel０２９－８３６－１４６２

●申込締切 １０月２２日（土）必着

●注意事項

申込締切後の階級変更は認めません。

申込締切後(大会中止も含む）の参加費・登録費の返却には、一切応じられません。

会場内では安全上の注意事項を厳守して下さい。

ドーピング検査が行われることがあります。

開会式・閉会式は行いません。

検量30分以上前に会場には入れません。

新型コロナウイルス感染症への対応について（別紙）確認お願いします。

●個人情報等の取扱いについて

本大会の参加申込書等に記載された個人情報は、次の目的以外には使用しません。

　①本大会の準備・運営・結果発表（氏名・年齢・所属・記録の公表）

　②今後の大会・講習会等のご案内通知

　③競技人口・記録等の統計

●その他 大会1週間前に大会スケジュール・エントリーをパワーハウスつくばホームページ内に掲載します。

http://powerhouse-tsukuba.jp/

国体申し込みは茨城県に１年以上居住の住民票、もしくは茨城県の勤務先の１年以上の在勤証明書を 提
出し茨城県に選手登録したものとする。

怪我、盗難及びトラブルに関しては参加者自身において解決するものとし、大会主催者及び主管協会は一
切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

本大会の参加者本人を含む風景や競技中の写真を、ＪＰＡが作成する各種のＰＲ用ポスター、ＪＰＡのﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ及び時報へ掲載等、ＪＰＡの事業活動のために利用することがあります。

鹿児島国体関東選考会の茨城県代表選手になるには、以下の競技会において各クラス上位3名として選考
される必要があります。
①茨城県一次予選（今大会のノーギアでの参加者）
②茨城県二次予選（来春開催予定）
③11月関東大会から茨城県二次予選までに開催されたJPA公認競技会（①又は②のどちらかで役員として
参加した場合）



●主　催 茨城県高等学校パワーリフティング連盟

●共　催 つくば市スポーツ協会

●主　管 つくば市パワーリフティング協会

●後　援 茨城県・茨城県議会・茨城県教育委員会・（公財）茨城県体育協会・つくば市・つくば市教育委員会

（予定） 読売新聞社水戸支局・茨城新聞社・全日本高等学校パワーリフティング連盟

●公　認 公益社団法人日本パワーリフティング協会

●日　時 令和４年１１月２０日（日）

●会　場 つくば市谷田部総合体育館

つくば市谷田部４７０１　　Ｔeｌ029-837-0959

●階　級 高校男子　 59kg級,66kg級,74kg級,83kg級,83kg超級

高校女子　 47kg級,52kg級,57kg級,63kg級,63kg超級

●参加資格　 満14歳以上の健康な県内在住、在勤者及び茨城県内所属団体加入者で、

令和４年度ＪＰＡ茨城県登録選手

●競技方法 ＪＰＡ（公益社団法人日本パワーリフティング協会）ルールによる公認公式競技会

（原則、無観客で開催します。）

申込階級と検量体重が相違する場合は参加できません。

●表　彰 個人戦3位までメダル、6位まで賞状

団体戦３位までトロフィー、６位まで賞状

団体戦は、茨城県所属団体登録した１団体３名以上を対象とし、上位５名の合計得点とする。

（得点計算は、１位１２点、２位９点、３位８点以下～９位２点、10位以下は

失格しなければすべて１点とする。）

●参加費 ５，０００円

●選手登録 選手登録は、JPA の選手登録サイト http://www.jpa-powerlifting.or.jp/registration_main/ 

 の説明に従って行うこと（県協会では登録手続きを受け付けません）。

●申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて現金書留にて申し込むこと。

大会までに令和4年度ＪＰＡ選手登録を済ませること。

所属団体登録選手は各団体より一括して申し込むこと。

県外オープン参加は受付けておりません。

第38回茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会開催要項

高校新人



●申込先 〒３０５－０８６１　　茨城県つくば市谷田部２９６３－２

大会事務局　瀬尾桂一宛　 Ｔel０２９－８３６－１４６２

●申込締切 １０月２２日（土）必着

●注意事項

申込締切後の階級変更は認めません。

申込締切後(大会中止も含む）の参加費・登録費の返却には、一切応じられません。

会場内では安全上の注意事項を厳守して下さい。

ドーピング検査が行われることがあります。

開会式・閉会式は行いません。

検量30分以上前に会場には入れません。

新型コロナウイルス感染症への対応について（別紙）確認お願いします。

●個人情報等の取扱いについて

本大会の参加申込書等に記載された個人情報は、次の目的以外には使用しません。

　①本大会の準備・運営・結果発表（氏名・年齢・所属・記録の公表）

　②今後の大会・講習会等のご案内通知

　③競技人口・記録等の統計

●その他 大会1週間前に大会スケジュール・エントリーをパワーハウスつくばホームページ内に掲載します。

http://powerhouse-tsukuba.jp/

怪我、盗難及びトラブルに関しては参加者自身において解決するものとし、大会主催者及び主管協会は一
切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

本大会の参加者本人を含む風景や競技中の写真を、ＪＰＡが作成する各種のＰＲ用ポスター、ＪＰＡのﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ及び時報へ掲載等、ＪＰＡの事業活動のために利用することがあります。



大会名 第1７回常総カップパワーリフティング選手権大会 期日 令和４年１１月２０日（日）

会場 つくば市谷田部総合体育館

Ｆ/Ｎ

西暦

年 月 日

歳

Sub JR OP M

＊該当する箇所をＯで囲み太枠内と誓約書を記入してください。その他は当日です。

*各種目での第１試技の重量変更は、第１ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合は

競技開始の3分前まで、第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ以降の場合は前のｸﾞﾙｰﾌﾟ

の残り3試技までに1回申請することができます。

＊デッドリフト第３試技の重量変更は、２回まで可能です。

ただし、アナウンサーが重量を放送する前でなければならない。

茨城県パワーリフティング協会御中

　当大会の参加にあたり、開催期間中に発生した事故やトラブルに関しては、参加者本人が自らの責任において解決するものとし、

大会主催者及び主管協会に一切のご迷惑をおかけ致しません。又、将来にわたって一切の請求を行わないことを誓約致します。

また、日本アンチ・ドーピング機構が定めるドーピング防止規程及び関係規則類を遵守し、ＪＰＡのアンチ・ドーピング活動に従います。

令和４年　　　　月　　　　日

住所　〒

氏名 印 ＴＥＬ 携帯電話

第　　　　　　　位 トータル記録

Ｋｇ

誓約書

デッドリフト Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

変更１　　　　　　　　Ｋｇ

変更　　　　　　　　　Ｋｇ 変更２　　　　　　　　Ｋｇ

変更　　　　　　　　　Ｋｇ

ベンチプレス Ｋｇ

Ｋｇ Ｋｇ Ｋｇ変更　　　　　　　　　Ｋｇ

種　目 第１試技 第２試技 第３試技 記　録

スクワット Ｋｇ

Ｋｇ Ｋｇ Ｋｇ

要 センター

不要 不要

BP補助ﾊﾞｰ高さ 足台 BP補助 コスチューム

Ｋｇ

段 ＩＮ・ＯＵＴ

ノーギア参加選手の国体参加意思確認 選手ＩＤ

　　　　　　出場権利を得た場合

参加する　　　辞退する

セッション Ｎo. 検量体重 SQﾗｯｸ高さ SQﾗｯｸ幅 BPﾗｯｸ高さ

男・女

茨城

Kg級

パワーリフティング大会申込書

階 級 氏名（フリガナ） 所属県 所属団体名（フリガナ） 生年月日



期日 令和４年１１月２０日（日）

会場 つくば市谷田部総合体育館

西暦

年 月 日

歳

＊太枠内と誓約書を記入してください。その他は当日です。 選手ＩＤ

*各種目での第１試技の重量変更は、第１ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合は

競技開始の3分前まで、第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ以降の場合は前のｸﾞﾙｰﾌﾟ

の残り3試技までに1回申請することができます。

＊デッドリフト第３試技の重量変更は、２回まで可能です。

ただし、アナウンサーが重量を放送する前でなければならない。

茨城県パワーリフティング協会御中

　当大会の参加にあたり、開催期間中に発生した事故やトラブルに関しては、参加者本人が自らの責任において解決するものとし、

大会主催者及び主管協会に一切のご迷惑をおかけ致しません。又、将来にわたって一切の請求を行わないことを誓約致します。

また、日本アンチ・ドーピング機構が定めるドーピング防止規程及び関係規則類を遵守し、ＪＰＡのアンチ・ドーピング活動に従います。

###

住所　〒

保護者氏名 印 ＴＥＬ 携帯電話

第　　　　　　　位 トータル記録

Ｋｇ

誓約書

デッドリフト Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

変更１　　　　　　　　Ｋｇ

変更　　　　　　　　　Ｋｇ 変更２　　　　　　　　Ｋｇ

ベンチプレス Ｋｇ

Ｋｇ Ｋｇ Ｋｇ変更　　　　　　　　　Ｋｇ

スクワット Ｋｇ

Ｋｇ Ｋｇ Ｋｇ変更　　　　　　　　　Ｋｇ

要 センター

不要 不要

種　目 第１試技 第２試技 第３試技 記　録

足台 BP補助 コスチューム

Ｋｇ

段 ＩＮ・ＯＵＴ

セッション Ｎo. 検量体重 SQﾗｯｸ高さ SQﾗｯｸ幅 BPﾗｯｸ高さ BP補助ﾊﾞｰ高さ

階 級 氏名（フリガナ） 学校名（フリガナ） 学年 生年月日

男・女

Kg級

パワーリフティング大会申込書

大会名 第３８回茨城県高等学校新人ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会　
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