
第 37 回関東パワーリフティング選手権大会 

開催要項 

主  催: 関東パワーリフティング連盟 

主  管: 東京都パワーリフティング協会 

公  認: 公益社団法人 日本パワーリフティング協会 

協  力: 関東ブロック 1 都 7 県パワーリフティング協会 

日  時: 2022 年 11 月 6 日(日) 

会  場: ゴールドジム幕張ベイパークアリーナ体育館 

〒261-0014千葉県千葉市美浜区若葉3-1-37 幕張ベイパークウェルネスセンター 

（会場への直接のお問合せはご遠慮ください 

アクセス：海浜幕張駅より徒歩13分 

車でご来場の方は周辺の民間パーキングをご利用ください。なお、会場隣接の

「三井のリパーク・幕張ベイパークウェルネスセンター駐車場」はゴールドジ

ムの利用者用の提携駐車場です。大会関係者の駐車はお控えください。 

※できるだけ、公共交通機関をご利用ください。 

競技区分: 一般（ジュニアやマスターズカテゴリーは実施いたしません） 

参加区分:  エクイップ部門 クラシック部門  

      階級: 女子8階級= 47 52 57 63 69 76 84 84kg超級  

          男子8階級= 59 66 74 83 93 105 120 120kg超級  

表   彰 : 個人表彰 ●男女 各部門、各階級 1〜3 位:賞状・メダル 4〜6 位:賞状  

          団体表彰 ●都県対抗戦(男子のみ)優勝カップ 1〜6 位:賞状       

                   ●クラブ対抗戦(1 チーム 3 名以上)1〜6 位:賞状 

競技規則 :公益社団法人 日本パワーリフティング協会 競技規則 

参加資格 :・大会当日満 14 歳以上の日本国籍を有する者、及び過去 1 年以上にわた 

      り適法な在留資格に基づき日本に在住している満 14 歳以上の外国籍を 

      有する者。 

     ・今年度、関東ブロック内各都県協会所属の JPA 登録選手であること。 

      ・今大会申込締め切り日までに標準記録を突破していること。 

推薦出場：標準記録を突破していない場合、各都県協会理事長の推薦により関東ブロック長

の承認を経て、各都県協会男女合計 3 名まで出場が認められる。  

標準記録 

エクイップ部門 クラシック部門 

男子 女子 男子 女子 

階級 重量 階級 重量 階級 重量 階級 重量 

59 310 47 155 59 215 47 115 

66 340 52 170 66 240 52 127. 5 

74 370 57 180 74 260 57 135 

83 395 63 190 83 280 63 142.5 

93 420 72 200 93 292.5 72 150 

105 445 84 205 105 310 84 152.5 

120 460 +84 210 120 320 +84 157.5 

+120 475   +120 325   



 

参加費：6,000円 

 

申込方法 ：各選手は 2022 年 9 月 30 日(金)までに東京都パワーリフティング協会ホームペ

ージに掲載の本大会エントリーフォームよりお申込みください。 

「摂取医薬品・サプリメント申告」ならびに「アンチドーピングに対する誓約」

に関してもエントリーフォームから必要事項を記載ください。 

郵送申込みは受付しておりません。 

 

エントリー開始日：2022 年 9 月 10 日（土）7：00 

エントリー締切日：2022 年 9 月 30 日（金）24：00 
 

エントリー表及び競技スケジュール :  

エントリー締切後、東京都パワーリフティング協会ホームページをはじめ関東各県ホー

ムページとJPAホームページに掲載いたします。選手への直接のご連絡はいたしませんの

で、予めご了承ください。 

 

■選手人数制限について 

新型コロナウイルス感染防止対策上、密を極力防ぐために１００人前後を目安に先着順で

人数制限をする予定です。出場お申込みはお早めにされることをお勧め致します。 

エントリー満員の場合は、応募フォームが自動的に受付停止となります。 

 

■キャンセル待ちについて 

人数制限後にエントリーされた場合は、キャンセル待ち登録確認画面が表示されます。 

キャンセル待ちに登録いただくと、空きが出た時点で自動的に案内メールが届きます。 

空きが出た場合、キャンセル待ち登録者全員に一斉メールで空き枠のご案内をいたします。 

その後のお申込みは先着順です。 

キャンセル待ち登録順に案内が行くわけではございませんのでご注意ください。 

 

マスク着用に関して 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場内では全員マスク着用を徹底してくださ

い。選手は試技中のみ、マスク着用は任意といたします。 

 

問診票の提出 

選手は「パワー＆ベンチ大会出場のための問診票Ver.4」に必要事項を記入の上、大会当

日に検量室で提出してください。問診票は東京都パワーリフティング協会ホームページ

から印刷してください。 

 

問い合わせメール： 

info.tokyopower@gmail.com (東京都パワーリフティング協会大会事務局) 

 

スタッフ募集： 

本大会に審判や補助員スタッフ等ご協力いただける方を募集中です。 

運営にご協力いただける方は事務局 info.tokyopower@gmail.com までご連絡い

ただくから、スタッフ募集フォームよりお申込みください。 

業務内容に応じて、大会当日に当協会で定めた謝金をお支払いいたします。 

 

協賛募集：東京都パワーリフティング協会では、本大会への協賛企業様を募集しております。 

ブースご出店や賞品ご提供によるブランドアピールなどご要望に応じて対応さ

せていただきます。 

協賛お問い合わせ・協賛受付フォームはこちら 

 

 



■全日本選手権大会の推薦選手の選考について 

選考対象：各階級優勝者において、トータル記録が全日本パワーリフティング選手権大会な

らびに、ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会の参加標準記録より

−50kg以内の者を選考する。 

選考方法：標準記録に近い順に3名を関東ブロック推薦選手とする。また、順に補欠2名を選

考し、関東ブロックからの推薦出場者に欠員が生じた場合において繰り上げさせ

るものとする。 尚、標準記録との差が同じである複数の者からの選考となる場

合にはフォーミュラー換算記録の上位の者から順に選考する。 

 

◇アンチ・ドーピングについて： 

ドーピングは禁止です。規則違反を犯した場合、個人に対して大会成績の自動的な失効およ

び原則２年または４年間の資格停止の制裁が課されます。ご注意ください。 

●ドーピングとは 

『「スポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技能力を高め、意図的に自

分だけが優位に立ち、勝利を得ようとする行為」のことです。禁止薬物を意図的に使

用することだけをドーピングと呼びがちですが、それだけではありません。意図的で

あるかどうかに関わらず、ルールに反する様々な競技能力を高める「方法」や、それ

らの行為を「隠すこと」も含めて、ドーピングと呼びますドーピングは、自分自身の

努力や、チームメイトとの信頼、競い合う相手へのリスペクト、スポーツを応援する

人々の期待などを裏切る、不誠実で利己的な行為であり、ドーピングがある限り、そ

もそもスポーツはスポーツとして成り立つことができません』 

（日本アンチ・ドーピング機構ホームページより） 

 

その他諸注意 

1 本大会は、IPFならびにJPAルールに則した服装、ギアを着用してください。 

2 エントリ―後の階級変更は原則としてできませんので、階級は慎重に選択ください。 

3 検量不合格の場合は失格となり試技はできません。 

4 申込後の参加取りやめの場合、参加費は返却できませんのでご注意ください。  

5 必ず2022年度のJPA選手登録を済ませてから出場申込みをしてください。  

6 大会時の怪我、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責任を負いませんのでご了承ください。 

7 セッション分けや受付、検量、競技時間については当協会ホームページで発表します。

基本的に選手への直接連絡はございません。 

8 大会当日は必ず運営役員や、会場となるゴールドジム幕張ベイパークアリーナのスタッ

フ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。 

9 館内では選手、役員はマスク完全着用を徹底してください。選手は試技中のみ、マスク

着用は任意といたします。 

11 会場ならびに会場周辺での喫煙は厳禁です。 

10 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。 

  

個人情報の取扱いについて  

1 本大会の申込みで取得した個人情報は、大会運営業務遂行に関してのみ利用します。 

2 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、

東京都パ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。 

3 本大会では外部メディアによる撮影・収録・取材等が行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

等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。 



 

［観戦チケットについて］ 

本大会は新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、会場にお越しになる方全員の連絡先情報

の把握、ならびに人数制限を行います。そのため、観客とセコンドの方は全員、あらかじめ専用サイ

トからの入場チケット購入が必要となります。小学6年生以下のお子様に関してはチケット不要です。 

入場チケットサイトへのリンクは東京都パワーリフティング協会のホームページに掲載いたします。 

出場選手と役員、メディア関係者につきましては、別途個人情報をお預かりしておりますので、入場

チケットの購入は不要です。 

 

■チケット購入が必要な方 

・観客 

・セコンド 

 

■チケット不要の方 

・選手 

・審判、進行、スポッター等、当日の運営担当スタッフ 

・各種メディア様 

・各協賛企業様 

・小学6年生以下のお子さま 

 

・チケットはWEB上でQRコードで発行いたします。紙チケットではありません。 

・現金でのWEBチケット購入はできません。 

・当日券に限り、現金でのチケット購入可能ですが、WEBチケットが定員満員の場合は、当日券の

発売はいたしません。事前にWEBでのチケットご購入をお勧めいたします。 

 

以上。 

 


