
 スポーツ振興くじ助成事業 

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 

健常者・身障者交流会 

開 催 要 項 

日  時  平成２５年９月６日（金）・７日（土）・８日（日） 

      ※具体的な時間割は、申込み締め切り後にＪＰＡホームページで発表します。 

       暫定スケジュール ６日：マスターズ男子・女子 

                ７日：一般男子 

                ８日：一般女子・ジュニア・サブジュニア  

            本大会は、世界選手権大会の選考になります 

会  場  白馬村多目的研修集会施設 

      〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城 7025 

主  催  公益社団法人 日本パワーリフティング協会（ＪＰＡ） 

主  管  長野県パワーリフティング協会 

協  力  公益社団法人 日本パワーリフティング協会北信越ブロック 

白馬村パワーリフティング協会 

後援予定  文部科学省 公益財団法人日本体育協会 白馬村 

 

参加資格  

① 大会当日満１４歳以上の日本国籍を有する男女、および過去１年以上に亘り適法な在留資格に基

づき日本に滞在している満１４歳以上の外国籍の男女 

 ② 平成２５年度ＪＰＡ登録選手であること 

 ※参加選手は、所属の地方協会にて選手登録を完了しておくこと 

   ㊟大会開催県協会である長野県協会に直接登録料を送金された場合は、受理せずに返金しますのでご注意ください 

 ※地方協会未組織や活動休止状態の場合、ブロック長の所属協会にて登録を完了しておくこと  

        

   ＪＰＡブロック長連絡先 

ブロック 氏 名 郵便番号 住 所 電 話 

北海道 東北 伊藤和弘 018-1523 秋田県南秋田郡井川町坂本三獄下 138 018-874-2541 

関東 小森正昭 272-0137 千葉県市川市福栄 3-23-1-713 047-395-5048 

北信越 渡辺智康 929-1114 石川県かほく市狩鹿野二１３６ 076-283-1439 

東海 佐々木健治 448-0011 愛知県刈谷市築地町 3-30-7 0566-21-5268 

近畿 仲 博幸 673-0424 兵庫県三木市自由が丘本町 3-5 079-482-4275 

中国 石本直樹 708-0015 岡山県津山市神戸 800-1 0868-28-0535 

四国 神岡俊輔 781-0241 高知県高知市横浜新町 4-931 090-4782-1241 

九州 藤井正通 817-0015 長崎県対馬市厳原町西里 77-4 0920-52-3463 



③ 締切日までに、公式競技会において参加標準記録に達する以上の成績を収めていること  

（標準記録対象は、 男子一般およびマスターズⅠ～Ⅲの選手のみ） 

（身障者・女子・マスターズⅣには、参加標準記録はありません） 

（ジュニア・サブジュニアは、暫定で標準記録はありませんが、国際大会参加希望の際には、 

国際派遣標準記録が適用される） 

 

平成２５年度標準記録は、以下の通りです 

（平成 2４年９月 24 日～平成 2５年７月３０日 までが、標準記録樹立有効期限） 

男子 一般 マスターズⅠ マスターズⅡ マスターズⅢ 一般シード権 

５９㎏級 ３８５ ３４５ ３１０ ２１０ 422.5 

６６㎏級 ４２５ ３８０ ３４０ ２３５ 467.5 

７４㎏級 ４６５ ４１５ ３７０ ２５５ 510 

８３㎏級 ５００ ４５０ ４００ ２７５ 550 

９３㎏級 ５３０ ４８０ ４２５ ２９０ 582.5 

１０５㎏級 ５６０ ５０５ ４４５ ３１０ 615 

１２０㎏級 ５８０ ５２０ ４６５ ３２０ 637.5 

＋１２０㎏級 ５９０ ５３０ ４７５ ３２５ 650 

(単位ｋｇ) 

シード権について（翌年度全日本選手権大会への出場権利の獲得について） 

●平成 24 年度の全国大会において 一般カテゴリーにおいて各階級３位以内であり、且つ「シード権獲得標準

記録」以上の成績を収めた者は、同階級に限り、翌年度のその全国大会への出場権を得るものとする。 

 ●平成 24 年度の全国大会において、マスターズ各カテゴリーに出場し、ひとつ前のカテゴリーの標準記録以上

の成績を収めた者は、同階級に限り、翌年度のマスターズ全国大会への出場権を得るものとする。この場合、

順位は問わないものとする。 

  例１）全日本マスターズにおいて、マスターズⅢの 59 ㎏級の男子の選手は、410 ㎏以上を記録した場合にシ

ード権獲得 

  例２）同様に、マスターズⅠの 59 ㎏級男子の選手は、一般標準 515 ㎏以上を記録した場合にシード権獲得 

※ 翌年度に年齢カテゴリーが変わる場合も、出場権は認められる。 

   (技委発第 12-2 号通達 「平成 25 年度 JPA が主催する全国規模の競技会における出場標準記録について」一部抜粋) 

  ㊟ 平成 26年度全国大会については、シード権廃止となります。 詳細は JPAホームページを参照ください 

 

実績と異なる階級への出場について 

   選手は、標準記録以上の成績を収めた際の階級と異なる階級へは、出場できないものとする。 

  但し、体重より更に重い階級の標準記録を突破している場合のみ、その重い階級への出場は認められる。 

  例１）74 ㎏級で出場した際に 83 ㎏級の標準記録まで突破している選手は、66 ㎏級へは出場できないが、

83 ㎏級には出場できる。 

 

④ JPA 指定のアンチドーピング講習会、または JADA（日本アンチドーピング機構）による 

   Ｅ-ラーニング「Real Winner」（http://jada.realwinner.org/）の受講を修了していること 

 （大会当日の講習会は、開催されません。事前に修了しておいてください。） 

   修了証の有効期限 ： 受講した年度の翌々年度末まで 

（尚、特別処置で平成 22 年度に受講した者は、平成 25 年度末までを有効期限とする） 

 



 

階  級 

女子：全 8 階級  43（ジュニア、サブジュニアのみ） ４７、 ５２、 ５７、 ６３、７２、８４、＋８４kg 級 

男子：全 9 階級  53（ジュニア、サブジュニアのみ） ５9、  6６、 ７４、 ８３、 ９３、105、 120、 ＋120 ㎏級 

 

カテゴリー 

 サブジュニア 大会当日満１４歳～カレンダーイヤー１８歳 

 ジュニア   カレンダーイヤー１９～２３歳 

 一般の部   満１４歳以上無制限     

 マスターズⅠ カレンダーイヤー４０～４９歳 

 マスターズⅡ カレンダーイヤー５０～５９歳 

 マスターズⅢ カレンダーイヤー６０～６９歳 

 マスターズⅣ カレンダーイヤー７０歳 以上     ※男子のみ 

 

競技方法    ＪＰＡ競技規則に基づくノーギア競技 

① ３種目（スクワット ・ ベンチプレス ・ デッドリフト）の合計記録による個人戦 

② ベンチプレス単独種目による個人戦 

③ 本大会は、健常者・身障者交流会を兼ねています。身障者は、ベンチプレスのみのエントリー可 

④ JPA ルールに基づいて行います。但し、身障者は、コールから２分以内に試技開始 

専用ベンチ台有り 

⑤ 個人戦順位からの得点による都道府県対抗の団体戦（１団体３名以上出場の都道府県を対象とする） 

⑥ 個人戦順位からの得点によるクラブ対抗の団体戦（３名以上出場の登録団体を対象とする） 

 

服  装 

  全国規模の競技会においては、ツリパン（スーパースーツ以外）を着用しなければならない。 

その裾の長さは２５ｃｍ以内とする。  

デッドリフトにおいては、ひざ下までのハイソックスを必ず着用すること 

  スーパースーツ、 ベンチシャツ、 ニーラップは使用禁止 

リストラップ、 ベルト、 ニースリーブ（膝用サポーター）は使用可 

 

※ニースリーブの規定は次のとおりとする。  

1)ネオプレン(合成ゴム)または伸縮性繊維を材質とし、スポーツ用または医療用に作られた 

ものであること。尚、コットン、ポリエステルが付けられたものを使用しても良い。  

2)ストラッップや紐、またはマジックテープが付いているのは使用できない。  

3)長さ３０ｃｍ以内、厚さ７ｍｍ以内とする。  

4)着用の際は、膝の中心から上下１５ｃｍ以上になってはならない。また、ツリパンや靴下

にかかってはならない。  

5)二重に使用してはならない。  

 

ツリパン、ベルト、リストラップは、ＪＰＡ競技規則による規格に適合していなければならない。  

 

 

 

 



表  彰 

個 人 戦  男女別各階級 １位～３位は、賞状とメダル ４位～６位は賞状 

男女最優秀選手賞 各１名  

           

★ 健常者・身障者交流会を兼ねているため 本大会では ベンチプレスのみ 

種目別表彰します。１位～３位 メダル 

 

都道府県対抗  １位～６位 賞状     クラブ対抗  １位～６位 賞状 

※  但し ベンチプレスのみの部門は除く 

 

 団体戦得点表 （１団体、上位５人までが得点対象） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10 位以下 

一般 12 点 ９点 ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

ジュニア サブジュニア 

マスターズ 
８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 １点 １点 

 

ドーピング検査 ： 全選手の中から無作為に数名を選び実施します。 

 

参 加 費    

一般・マスターズ＝１０，０００円  ジュニア・サブジュニア・大学生・高校生＝５，０００円 

※ダブルエントリーする場合（一般の部＋マスターズの部）＝２０，０００円 

         （一般の部＋ジュニア・サブジュニア・大学生・高校生）＝１５．０００円 

★ダブルエントリーの選手は、それぞれのカテゴリーで試技を行う。 

※団体戦は、参加費不要 

※参加費には、傷害保険料、ドーピング検査分担金を含む 

   

申込方法   

① 所定の申込書（参加申込書兼記録カードに、参加区分・出場階級・氏名・生年月日・所属・連絡先  

その他必要事項を記入し、必ず 選手証 および アンチドーピング受講修了証 ・ 身障者の方

は身体障害者手帳のコピー を同封の上（同封されていない場合受理されないことがあります） 

下記大会事務局へ送付のこと。 

※ダブルエントリーの場合は 申込書 2 枚に記入願います。 

（ダブルエントリーの選手は、それぞれのカテゴリーで試技を行う。） 

また、団体戦参加チームは（クラブ対抗団体戦参加申込書兼集計表）に必要事項を記入し、団体登

録証のコピーを同封の上 下記大会事務局へ送付のこと。 

 

※ベンチプレスのみの部門は除く 

※都道府県対抗団体戦は申込み不要 

 

大会事務局 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 22200-42        

（問い合わせ）Tel・fax 0261-75-4331                         

E-Mail   info@nagano-power.org 

 



②  参加費は下記の振替口座へ振り込みのこと（払込手数料は各自ご負担願います。） 

 ※振込名は 大会に参加される方のお名前で振込願います。 

※通信欄に 参加区分・階級・選手名  内訳を明記してください。 

 

        記入例)     一般男子・６６・ハクバ タロウ ジャパンクラシック大会参加費 

                マスターズⅠ女子・５２・ナガノ ハナコ ジャパンクラシック大会参加費 

振込み先 ◆ゆうちょ銀行 口座名：長野県パワーリフティング協会  

口座記号番号  ００５３０－２－５０１１６ 

◆ 他 の 金 融 機 関 か ら の 振 込 み は 、 ０ 五 九 店 （ ゼ ロ ゴ キ ュ ウ 店 ）              

当 座   ００５０１１６  

   ≪注意≫※ 締切日までに振込がない参加申し込みは、受け付けません。 

※ 締切日を過ぎてから参加をとりやめた場合、参加費は返却されません。 

       ※ 電話・ＦＡＸ・メールでの申込みは、一切受け付けません。 

 

申込み締切り   平成２５年７月３０日（火） 振込済み・申込書到着分まで 

 

エントリー表及び競技スケジュール 

   締め切り後、大会日の約２週間前に エントリー表・競技スケジュールをＪＰＡホームページに掲載します。 

  ※暫定的に６日：マスターズ男子・女子、７日：一般男子、８日：一般女子・ジュニア・サブジュニアを予定

しておりますが、正式なスケジュールは、申込締切後の参加人数確定まで確約できない事をご了承下さい 

宿  泊   別紙にて案内 

物品販売・ビデオ撮影 

  物品販売及び販売目的のビデオ撮影を希望される場合は、ＪＰＡ財務委員会へ届け出をして下さい 

  (財務委員会) 小森正昭 〒272-0137 千葉県市川市福栄 3-23-1-713 

          ℡ 047-395-5048 Ｅメール powerkomori@khc.biglobe.ne.jp 

※届出をされた方は、本大会事務局まで連絡してください。（申込方法項目にある大会事務局まで） 

注意事項 

① 別添「健康対策について」を参照し、各自で事前に健康チェックを行い、健康管理には万全を期して参加してください。 

② 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お

いませんのでご了承ください。また、会場内では安全上の注意事項を厳守してください。 

③ 競技エリアには、選手と大会関係者以外の立ち入りを禁止します。 

④ ゴミは各自で持ち帰り、会場に残さないようご協力ください。 

⑤ ＪＰＡは開閉会式の充実を図っております。 

特に開会式の成否は、その競技の品格が問われます。よって、全ての選手が開会式への参加に努めるようお願い致します。 

個人情報等の取扱いについて 

① 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。 

 ◆本大会の準備・運営・結果発表（氏名・年齢・所属・記録の公表） 

 ◆今後の大会・講習会等のご案内通知 

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      

ＪＰＡが作成する各種のＰＲ用ポスター、ＪＰＡが主催する大会案内用ポスター、ＪＰＡホームページ、ＪＰＡ時報への掲

載等、ＪＰＡの事業活動のために利用することがあります。ご了承ください。 

★体重計は、9 月 5 日（木）ＰＭ５：００～ ＴＥＡＭ ＲＥＳＣＵＥトレーニングジムに設置します。 

 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城２２２００－４２ tel ０２６１－７５－４３３１ 

★白馬の朝晩は、冷えますので 長袖の羽織れるものをご用意されることをお勧めします。 

mailto:powerkomori@khc.biglobe.ne.jp


 



健康対策について 

 

公益社団法人 日本パワーリフティング協会  

スポーツ医科学委員会 

 

 参加申し込みに際しては、下記の健康チェックリストにより、各自で事前に健康チェックをしてくだ

さい。あてはまる項目があれば、かかりつけ医に相談し、自己の責任において必要な対応を行ってくだ

さい。 

 健康には万全を期して、自己責任で参加申し込みをしていただきますようお願いします。 

 

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 

参加申し込み時 事前健康チェックリスト 

 

 

 

Ａ  下記の項目（１～４）のうち、１つでもあてはまる項目があれば、大会参加の可否についてかか

りつけ医によく相談してください。また、かかりつけ医のもと、健康診断や心臓検診を受けてく

ださい。 

 

□ １，心臓病（心筋梗塞、狭心症、心筋症、弁膜症、不整脈など）の診断を受けている、 

もしくは、治療中である。 

□ ２，突然、気を失ったこと（失神発作）がある。 

□ ３，血縁者に、いわゆる “心臓マヒ”で突然亡くなった方がある。（突然死） 

４，最近１年以上、健康診断を受けていない。 

 

Ｂ  下記の項目（５～８）は、心筋梗塞や狭心症になりやすい危険因子です。あてはまる項目があれ

ば、かかりつけ医に相談し、大家参加前までに状態を安定させてください。 

 

□ ５，血圧が高い。（高血圧） 

□ ６，血糖値が高い。（糖尿病） 

□ ７，コレステロールや中性脂肪が高い。（高脂血症） 

□ ８，たばこを吸っている。（喫煙） 

 

 

※ 大会に参加する場合には、自己責任で行ってください。 

※ かかりつけ医とは、皆さんの健康や体調を管理してくださっている身近なドクターです。 

※ かかりつけ医をきちんと決めて、各種の検査や大会参加などについて相談しましょう。 

 

 



『２０１３年ドーピング防止に関する注意』 

平成 25年 4月 29 日 

公益社団法人 日本パワーリフティング協会 

スポーツ医科学委員会 

委員長 古城資久 

1. サプリメントに注意 

 ドーピング陽性例は、近年増加傾向です。陽性例は蛋白同化ホルモン（59.4％）、興奮剤（12.8％）がやはり多いです。注意す

べき点としては、以前より問題になっていたサプリメントに禁止薬物が混入される例が増加傾向にあることです。くれぐれも

海外製サプリメントには注意し、安易に通販等で海外製サプリをとることはお勧めできません。特に、プロホルモンなど明らか

な禁止物質を販売している海外メーカーの物は、決して摂取しないでください。 

2. 医師処方の薬剤にも注意 

 医師処方の薬剤によるドーピング陽性例も後を絶ちません。最近目立つのは高血圧に処方される ARB と利尿剤（利尿剤は

禁止薬物です）の合剤による陽性例です。価格が安く使いやすいため近年汎用されているプレミネント、ミコンビ、コディオ、エ

カードに気を付けてください。 

 また、一部の咳止めの合剤に含まれる興奮剤（カフコデＮに含まれるメチルエフェドリン）による陽性例も出ています。 

3. 漢方薬は出来るだけやめましょう 

 以前より伝達しておりますが、漢方薬の一部にはドーピング陽性物質が含まれています。漢方薬は TUE 申請も受けられませ

んので、できるだけ使用しないでください。特に通販の漢方薬は使用しない事が賢明です。 

4. 薬を使用する場合は 

 薬を使用する場合は、「薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック 2012 年版」を参照してください。 

http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2012/07/guidebook_web2012.pdf 

商品なら大抵記載されています。記載されていない薬剤は使用しないことをお勧めします。 

 医師により処方を受ける際は、自分がスポーツ選手であり、ドーピング違反物質を使えない事を告げて下さい。事後に心配

になった場合は、まず「薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック 2012 年度版」を参照し、更に心配な場合は、       

JPA スポーツ医科学委員長 古城資久 kojoh@pearl.ocn.ne.jp まで連絡してください。医師処方薬剤、市販薬に関すること

なら対応できると思います。 

 尚、「薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック」は毎年国体前までに国体開催県の県薬剤師会より更新されます。冊子を

購入せずとも内容はインターネットにて検索できます。 

 

 ★平成 24年度ドーピング防止規則違反（平成 25年 2 月 20日時点）は以下のとおりです。 

競技種目 検出物質 入手経路 資格停止 

ビーチハンドボール クロミフェン 医師処方 クロミッド ３ヶ月 

ハンドボール メチルエフェドリン 市販薬 新コフチン液 ３ヶ月 

ボディビル フロセミド ネット通販 漢方薬 ２年 

ボディビル ノルアンドロステロン ネット通販 サプリメント ２年 

新体操 メチルエフェドリン 医師処方 カフコデＮ ３ヶ月 

ウェイトリフティング ノルアンドロステロン 

ノルエチオコラノロン 

海外で購入したサプリ？ ２回目、５年 

※２０１５年より蛋白同化薬、ペプチドホルモン（エリスロポエチン、成長ホルモンなど）利尿薬及び隠ぺい薬、 禁止方法を

取った場合は資格停止が４年に延長される予定です。 

※過去の事例では、競技力向上を目的として薬剤、サプリメントを使用した場合は、その薬剤、サプリメントに禁止薬物が

混入されていることを知らなかった場合でも処分期間の短縮はありませんので、くれぐれもご注意ください。   

では、選手の皆さん、フェアプレイの精神でパワーリフティング競技を楽しみましょう。 

http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2012/07/guidebook_web2012.pdf
mailto:kojoh@pearl.ocn.ne.jp


【カテゴリー】　　□サブジュニア　　□ジュニア　　□一般　

　　□マスターズⅠ　□マスターズⅡ　□マスターズⅢ　□マスターズⅣ

ＮＯ セッション 生　年　月　日 所属都道府県

19　　年　 　月　 　日

　　　　 大会当日満　　　　才

　※事務局使用欄　□　障害者手帳　　

補　助 足　台

□有　　□無 □有　　□無

第２試技 第３試技 記　録

申請

変更１

第２試技 第３試技 記　録

申請 ｋｇ

変更１ 順　位

第２試技 第３試技 記　録

申請

変更１ 位

変更２

開催日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　Ｓ

　　TEL 　

　　FAX

　E-MAIL

住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

階　　級

□男子　□女子

㎏級

種　目 第１試技

デッドリフト

参　加　標　準　記　録　達　成　大　会

大会名

開催地 　Ｂ　　 　　Ｄ　　　 　Ｔ

201　　年　　　月　　　日
大会当日　　　才

□　同封の受講証明書の通りアンチ・ドーピング講習会を受講済　※　大会当日の講習会は行いません

　　　　　　　　　　　　　　誓約書　　　　　　　　　　　　平成２５年　　　　月　　　　日

スクワット

JPA所属団体登録クラブ・団体名※それ以外は個人

㎏

第１試技種　目

種　目 第１試技

ベンチプレス

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会

スクワットラック

段目

ベンチプレスラック ベンチ　セーフティ

段目段目

　□　アンチ・ドーピング受講証明証

太枠内及び誓約書欄に記入し、捺印の上申し込んでください。
該当する箇所に　☑を入れてください

検　　量

氏　　名（ふりがな）

　□　参加費　□　選手証　　

□　身障者

□　ベンチプレスのみ参加

公益社団法人日本パワーリフティング協会
長野県パワーリフティング協会　　　　　　　御中
本大会の参加に際して、開催期間中に発生した事故及び主観協会に一切の迷惑をお掛け致しません。又、将来にわたっ
て一切の請求をしない事を誓約いたします。尚、本大会の参加者本人を含む会場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が主催する大会案内用ポスター、ＪＰＡのホームページ、ＪＰＡの時報への掲載等、
ＪＰＡの事業活動のために利用されることについて了承いたします。又、日本アンチ・ドーピング防止規定及び関係規
則類を遵守し、ＪＰＡのアンチ・ドーピング活動に従います。

国際大会参加希望

（該当する者に☑をつける）

※未記入は希望無

と 見なす
世界大会　　　□参加希望　　□不参加　　□検討中

参加申込書　兼　記録カード

トータル

連絡方法 　        □郵送　　　□メール　　　□ＦＡＸ

本大会への意気込み等



団　体　名

〒 TEL

FAX

【男子】 ※ダブルエントリー選手は、２か所に○をしてください。

ＮＯ 階級 一般順位 ＳＪ・Ｊ・Ｍ順位

1 kg級

2 kg級

3 kg級

4 kg級

5 kg級

6 kg級

7 kg級

8 kg級

9 kg級

10 kg級

11 kg級

12 kg級

【女子】 ※ダブルエントリー選手は、２か所に○をしてください。

ＮＯ 階級 一般順位 ＳＪ・Ｊ・Ｍ順位

1 kg級

2 kg級

3 kg級

4 kg級

5 kg級

6 kg級

7 kg級

8 kg級

9 kg級

10 kg級

11 kg級

12 kg級

　

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

合　計　得　点

総　合　順　位

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

得点

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

選手名 出場区分（○印）

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

得点

代表者
連絡先

氏　名

連絡先

E-MAIL

ＳＪ ・Ｊ ・一般 ・ＭⅠ・ＭⅡ・ＭⅢ・ＭⅣ

選手名 出場区分（○印）

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障

者交流会
クラブ対抗団体戦

参加申込書
兼 　 集計表平成２５年７月３０日　締め切り

参加資格：　平成２５年度ＪＰＡ所属登録団体であり、出場者が３名以上であること。
※　　参加申し込みの際は、太枠内を全て記入のこと。

登録協会　・　連盟

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位以下

一般 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ジュニア ・サブジュニア

・マスターズ 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1

※ ダブルエントリーの選手は 得点の高い方を対象とする。
※ 得点集計は、１団体上位５名（但し、同一階級２名）までを対象とする。

 



各位                                 平成２５年６月吉日 

長野県パワーリフティング協会 

会 長  沖 浦 克 治 

理事長  沖 浦 耕 治 

（公印省略） 

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会 

ご協賛のお願い 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当協会の諸活動に対し、格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

さて、来る平成２５年９月６日・７日・８日に、標記大会を長野県の白馬村において開催する運びとな

りました。是非とも多数の選手のご参加を 長野県協会役員・スタッフ一同お待ち申し上げております。 

微力ではございますが、全国各地から参加される選手の皆様方をお迎えするに当たり、精一杯の準備を

させていただく所存です。しかしながら、何かと微力な基盤のため苦心いたしております。つきまして

は、ご理解ご協力をいただき、温かいご支援ご協力を賜りたく、下記により関係各位のご協賛広告募集

についてお願い申し上げます。              敬具 

 

◆広告等を大会パンフレットへ掲載いたします。   申込期限 平成２５年８月１０日 

１．ご協力いただける場合は、申込書に必要事項を記入の上、広告原稿（版下）共に、郵送又はメール

にてお送りください。 

  （送付先） ジャパンクラシック長野大会事務局  

〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 22200-42 E-Mail info@nagano-power.org 

 

２．掲載料（協賛金）は以下へお振込み願います。払込取扱票の通信欄には、必ず以下を明記してください。 

           団体名・氏名・ジャパンクラシック大会協賛金  

           記入例（○○ジム・ナガノ タロウ・ジャパンクラシック大会協賛金） 

振込み先 ◆ゆうちょ銀行 口座名：長野県パワーリフティング協会                 

口座記号番号  ００５３０－２－５０１１６ 

◆他の金融機関からの振込みは、０五九店（ゼロゴキュウ店） 当 座 ００５０１１６  

  

                                                   

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会 

協賛（広告）申込書             平成２５年   月   日 

 

法人名   tel/fax  

氏 名   e-mail  

連絡先  〒 

レ印 プログラムＡ４ サイズ（縦×横） 料金  レ印 プログラムＡ４ サイズ（縦×横） 料金 

□ 裏表紙 ２６５×１８０㎜ 80,000 円  □ １／２ページ １３０×１８０㎜ 20,000 円 

□ 表紙裏 ２６５×１８０㎜ 60,000 円  □ １／４ページ ６２ ×１８０㎜ 10,000 円 

□ 裏表紙内側 ２６５×１８０㎜ 50,000 円  □ １／８ページ ６２ × ９０㎜ 5,000 円 

□ １ページ ２６５×１８０㎜ 40,000 円  □ 個人協賛 ご芳名掲載 3,000 円 

mailto:info@nagano-power.org


公認審判員 各位                         平成２５年６月吉日 

公益社団法人 日本パワーリフティング協会 

 技術委員会  阿 南 喜 裕 

 

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会 

陪審員・審判員のご協力のお願い 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より本会の事業活動にご理解と

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の全国大会が平成２５年９月６日～８日の３日に亘り長野県白馬村にて開催されます。 

つきましては、公認審判員の皆様には陪審員・審判員を募集しますので、何かとご多忙のこととは存じ

ますが、各位のご協力をお願いいたします。 

 敬具 

 

【申込み方法】 下表に必要事項を記入の上、８月６日までに郵送・ＦＡＸ・メールをお送り下さい 

【申し込み先】 （社）日本パワーリフティング協会   技術委員会  阿南 喜裕 

        〒703－8241 岡山県岡山市中区高島新屋敷２０６－１５ 

        TEL/FAX ０８６－２７５－０３７０ E-MAIL anany1975@yahoo.co.jp 

 

【備   考】 ご協力いただく方には、謝礼と 旅費交通費（上限有）をお渡しいたします。 

        ※受領手続きのため、大会当日は 必ず印鑑を持参してください。 

         また、居住地が確定しないと旅費交通費が確定できないので、申込時に必ず記入してください 

         事務手続きの関係上 申込期限厳守でお願いいたします。 

昼食につきましても お弁当をご用意いたします。 

   ※ 手配の関係上、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。 

     尚、送り先は大会事務局ではありませんので、ご注意願います。 

                                             

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会 

   公認審判員申込書     平成２５年    月    日 

 

            都道府県パワーリフティング協会 

下記のとおり、公認審判員の協力者を連絡します。 

氏 名 級 ９月６日（金） ９月７日（土） ９月８日（日） 居住所・電 話・e-mail 

     □午前    

□午後 

□午前    

□午後 

□午前    

□午後 

 

 

  □午前    

□午後 

□午前    

□午後 

□午前    

□午後 

 

  □午前    

□午後 

□午前    

□午後 

□午前    

□午後 

 

◆セコンドに付かれる場合は、該当階級から外しますので下記に記入してください。 

□男子            ㎏級           ㎏級           ㎏級 

□女子            ㎏級           ㎏級           ㎏級 

mailto:anany1975@yahoo.co.jp




           ◆ご宿泊は、ペンションもしくは民宿となります。

連絡先　　〒            特別料金での予約は、必ずこの様式で申し込んでください。

tel E-Mail            宿泊担当事務局が特別料金での予約をとりまとめ配宿　・申込代表者もしくは申込者への宿泊通知を行います。

fax 　　　　　　　　　配宿　・申込代表者もしくは申込者への宿泊通知を行います。

※事務局使用欄

ジャパンクラシック大会宿泊担当事務局　　菊本　壮志

宿　　　 名： 　

宿　住　所：

◆宿泊料金のお支払は、各人ご本人様がチェックインの際にご精算いただきます。

           【宿泊担当事務局】　　　菊本　壮志（キクモト　ソウシ）〒399-9211長野県北安曇郡白馬村神城22345-1

TEL

ＦＡＸ 問い合わせE-Mail　　twinkle.s.twaddle@gmail.com

各項目に記入および希望の欄に○をしてください

1 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

2 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

3 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

4 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

5 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

6 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

7 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

8 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

9 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

10 男 ・女 ９　／　　 ９　／　　

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

車／バス／ＪＲ

宿泊者名NO 性別 交通手段 到着日

●大会会場までは、７キロ程です。
送迎をご希望のお客様は、ご宿泊先へお申し
出ください。

●基本シングルルームでの対応になります。
複数人ご希望のお客様は、お問い合わせく
ださい。

補　　足
●基本的にシングルルームでの対応になります。

備考：　車椅子　（　有　・　無　）

９月８日（日）

出発日

９月５日（木） ９月６日（金） ９月７日（土）

素泊まり
6.000円

素泊まり
6.000円

素泊まり
6.000円

※　お申込みは、郵送または　FAXでお願いします。

素泊まり
6.000円

第１８回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会/健常者・身障者交流会　　宿泊予約申込書　申込日　平成２５年　　月　　日

◆申込締切　　　　平成２５年８月３１日（土）

　　　　TEL　080-4345-9579

◆申込書送付先　〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村神城22345-1　Fax　0261-75-2979

※　お食事ご希望の方は、ご相談下さい（料金は異なります）

代表者　・ 申込者

◆キャンセルの場合は、宿泊日の３日前までに宿泊担当事務局と宿舎の両方に連絡してください。

 


