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開催のお知らせ 

 

 

 拝啓 早春の候、ますますご清栄のことと存じます。また、日頃から何かとお世話

になり、厚くお礼申し上げます。 

 

 この度、国民体育大会パワーリフティング公開競技・第８回北海道代表選考会並び

に第３５回北海道団体戦、全日本高校パワーリフティング選手権大会・第６回北海道

予選会を５月 １４・１５日両日に江別市民体育館にて開催の運びとなりました。現

在、北海道協会会員一同で準備を進めているところであります。 

 

つきましては、標記大会に多数の選手の参加と関係者への周知について、よろしく

ご協力の程、お願いいたします。 

今年で８年目となる国体代表選考会は、９月に栃木県芳賀町で開催される「一期一

会とちぎ国体」への北海道代表選手の選考大会となりますので、選手の皆様は北海道

代表を目指して日頃より培った力を存分に発揮して下さい。 

 

 それでは、大会成功に向け皆様方のご指導、ご支援よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 



国民体育大会パワーリフティング公開競技 第８回北海道代表選考会 

第３５回 北海道団体戦 

全日本高校パワーリフティング選手権大会 第６回北海道予選会 

「開    催    要    項」 
１．日   時    2022年5月14日～15日 

検       量    14日(土)：１０時００分  15日(日)：８時００分 

開  会  式        14日(土)：１１時３０分  

競 技 開 始       14日(土)：１２時００分  15日(日)：１０時００分 

※14日：高校選手権・国体女子・国体男子59～66kg級 15日：国体男子74～120kg超級 

 

２．会   場     江別市民体育館 〒069-0821 江別市野幌町９番地  ℡011-384-5001 

※駐車スペースに限りがあります、満車の際は江別市役所裏（同市向ヶ丘26）の 

臨時駐車場をご利用下さい（近隣の商業施設等への駐車は厳禁です）。 

 

３．主    催     北海道パワーリフティング協会（主管：江別パワーリフティング協会） 

４．後  援   （公社）日本パワーリフティング協会 

北海道 北海道ｽﾎﾟｰﾂ協会 江別市 江別市教育委員会 江別市ｽﾎﾟｰﾂ協会 北海道新聞社 

 

５．競技方法    ＪＰＡルールに基づき３種目すべてラウンド・システムによる ノーギア個人戦及び団体戦 

※パワーベルト・リストラップ及びニースリーブのみ装具と認める 

※デッドリフトではハイソックスの着用を義務付ける 

※申込み後の階級変更はオープン参加とする（記録は公認されません） 

 

６．階   級   ａ．国体男子 ：59kg級・66kg級・74kg級・83kg級・93kg級・105kg級・120kg級・120kg超級 

国体女子 ：47kg級・52kg級・57kg級・63kg級・69kg級・76kg級・84kg級・84kg超級 

         ｂ．高校選手権：上記の他に男子53kg級・女子43kg級有り 

ｃ．団体戦  ：2022年度のＪＰＡ団体登録選手で１チーム３名以上５名まで 

 

７．参加資格      ①北海道在住で満１４歳以上の心身ともに健全なアマチュア選手 

②過去一年以上北海道に適法滞在している外国籍の選手 

③2022年度のＪＰＡ選手登録（登録費の支払い）を完了している選手 

８．参 加 料      ａ．国体代表選考会 ：５，０００円（郵送＝現金書留 による申し込みは６,０００円） 

         ｂ．高校選手権   ：２，０００円（郵送＝現金書留 による申し込みは３,０００円） 

         ｃ．団体戦     ：無 料 

 

９．表 彰       ａ．国体代表選考会：失格者を除く全出場選手に賞状を授与 

男女それぞれ全階級の成績を（フォーミュラー係数にて）比較して、 

１～３位にメダルを授与する 

         ｂ．高校選手権  ：a に同じ 

ｃ. 団体戦     ：１～３位まで賞状・メダル、４位～６位に賞状を授与 

ｄ. 最優秀選手賞 ：「国体」「高校」それぞれフォーミュラー係数最上位の選手に授与 

 

10．申込み方法  ホームページのエントリーフォームにアクセスし、必要事項を入力して申し込みを行い、 

申込締め切りまでに入金する事。 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=8185959870549597&EventCode=P191810596 

Web 環境の無い者のみ、現金書留にて下記郵送先へ郵送（高校 3,000 円・国体 6,000 円） 

〒099-5699 滝上町旭町 滝上郵便局留 北海道ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 事務局次長・守屋 徹 宛 

※栃木国体に出場を希望する選手は、「出場希望欄（有）」をチェックする事 

 

12．申込締切    ２０２２年４月８日（金）23:59 ※期日を過ぎた申込は受理致しません 



 

 

 

 

 

 

 

 



郵送申込の場合の告知事項 

 

郵送申込の場合、WEB 参加申し込みの内容（下記１．２．３．４事項）の合意があったとみなします。 

 

１．宣誓事項 

申し込み締め切り後に選手未登録及び登録料未入金が発覚した場合は、本大会の申し込みを取りやめるとともに参加料

の返金請求はいたしません。 

申し込み締め切り後に参加料未入金が発覚した場合は、本大会の申し込みを取りやめるとともに参加料の返金請求はい

たしません。 

 

２．誓約事項 

・2022 年度選手登録を完了させてからエントリーしてください。 

・申込み締切りを過ぎてからの申込み、競技部門、カテゴリー、階級の変更はできません。 

・大会当日の体重調整の失敗の場合は失格となります。 

・申込み締切りを過ぎてからの参加取りやめの場合、参加費は返却されません。 

・セッション分け及び受付・検量・競技時間については、ホームページで発表します。 

・本大会の申込みにあたって取得した個人情報は、大会開連業務遂行に関して利用します。 

・本大会への選手、役員としての参加に際して、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は一切の責任を負いません。 

・大会当日は必ず運営役員の指示に従って行動してください。指示に従っていただけない場合、退場いただく場合もあり

ますのでご了承ください。 

・本大会に参加される選手、関係役員及びスタッフを含めた会場風景や競技中の写真を、北海道バワーリフティング協会、

ならびに日本パワーリフティング協会が作成する各種の PR 用ポスター、WEB に掲載させていただくことがあります。あ

らかじめご了承下さい。 

・本大会では内部及び外部メディアによる撮影・収録・取材等かわれる可能性があります。大会中に収録した映像は会場

内外の上映用画面、印刷物、テレビ放送、インターネット配信の各種媒体において使用される場合があります。収録は大

会の競技に限らず、ウォーミングアップエリアや客席を撮影する場合もあります.あらかじめご了承下さい。 

・大会当日は新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。 

・本大会はコロナ禍に伴う会場の規則上、無観客試合となります。セコンドの入場条件につきましては開催要項をご覧く

ださい。 

・会場の人数制限の都合上、試合が終了した選手やセコンドは速やかにご退館ください。 

・感染症防止のため、会場内は選手の水分補給を除き、飲食禁止となります。 

上記項目に誓約いただけない場合は出場キャンセル扱いとさせていただきます。 

 

３．参加選手が未成年者場合の保護者の同意確認事項 

申込について保護者の同意を得てください 

 

４．アンチ・ドーピングに対する誓約事項 

（公社）日本パワーリフティング協会 御中 

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。 

 

５．参加料返金先同意事項 

申込者への振込または口座振替とします。 

返金対象事由 

主催者判断により大会が開催されなかった場合。 

参加申し込み期間内に参加取りやめ連絡が行われた場合。 



　　　　　御協力頂ける志ある方は、お手数ですが下記のフォームに必要事項を入力の上、4月末日までに

　　　　　皆様の共助共援の御心に御期待申し上げます。

敬具　　　　　　　

　　　　　拝啓　早春の候、皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。

　　　　　さて、御案内の通り、北海道パワーリフティング協会が主催する標記の大会が、5月14・15日両日に

　　　　　江別市民体育館で開催されます。

　　　　　つきましては、標記大会の運営協力者を募集いたしますので、何かとご多忙とは存じますが、

　　　　　皆様の御協力をお願い申し上げます。

　　　　　ご連絡頂きたく存じます（上記の期日までに御連絡頂いた方々には薄謝を用意致します）。

　　　　　北海道協会を構成する皆様の協力無しでは、大会開催そのものが成り立ちません。

https://ws.formzu.net/fgen/S87251619/

北海道パワーリフティング協会

令和4年3月吉日

北海道パワーリフティング協会

2022年度　春季北海道パワーリフティング選手権大会

御協力のお願い

　　　　　関係者　各位

理事長・阿部　光弘



（ ）
年 月 日

kg級

※無記入は希望無として処理します

kｇ 枚 足 本 枚 組 組 枚 枚 組

※は、主催側が記入

℡

保護者または法定代理人署名
※↑未成年選手のみ 　㊞

セコンド 氏名
連絡先（携帯）

※↑未成年選手のみ

※署名及び捺印の無い申し込みの取り扱いは出来ません

※用紙不足はコピーしてお使い下さい

スクワット

No.　※

,

とちぎ国体

住所：

フォーミュラ

順位

kg　トータル

ベンチプレス

デッドリフト

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

スクワット ラック高 ベンチプレス ラック高

段目

ベンチセーフティ ラック高 ベンチプレス 補助 ベンチプレス 足台

要　・　不要 要　・　不要
段目

誓約書

私は、本大会参加に際して、大会開催中の事故並びに事故により発生した障害・疾病等に

ついて、その責任の全てにおいて自身にある事を認め、大会主催者に対し将来に渡って、

一切の請求を行わない事を誓約いたします。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

位　

記録第１試技 第２試技 第３試技

段目

ベンチシャツ ニーラップニースリーブ

（西暦で記入）

選手ＩＤ

（要記入）

男子　・　女子

国民体育大会パワーリフティング公開競技 第８回北海道代表選考会

全日本高校パワーリフティング選手権大会 第６回北海道予選会

申込書　兼　記録表

種目

検量体重　※ コスチューム
Tシャツ シューズ ベルト ツリパン リストラップ スーツ

（ 満　　　　　歳 ）

有 無

生 年 月 日氏 名（フリガナ）

出場希望

所　属
高校予選は学校名

階 級




