
2019年 第 74回 いきいき茨城ゆめ国体 中国ブロック最終予選 開催要項 

（兼 第 31回 中国五県パワーリフティング選手権大会） 

 

日 時 平成３１年 ４月２１日（日） 

 ８時３０分～ 受付 

 ９時００分～ 検量・コスチュームチェック 

１０時１５分～ 開会式 

１１時００分～ 試技開始予定 

          ＊詳細なスケジュール等は、エントリー締切後に発表致します。 

 

会 場 岡山大学 校友会トレーニング棟 

   〒700-0082 岡山県岡山市北区津島中 1-1-1 

主   催 岡山県パワーリフティング協会 

協 力 岡山大学体育会ウェイトトレーニング部 

後 援 （公財）岡山県体育協会、（公社）日本パワーリフティング協会 

 

競 技 方 法 1)ＪＰＡ（日本パワーリフティング協会）ルールに基づく 3種目（スクワット、 

ベンチプレス、デッドリフト）3試技の合計記録による個人戦とします。 

        2)今大会は、「2019いきいき茨城ゆめ国体」の中国ブロック最終予選会として開催 

されます。国体本戦に出場するためには、今大会の各階級で優勝し、フォーミュラ 

スコアの高い順にブロック選抜枠の人数のみ選考されます。（後述参照） 

今大会では、併催する形で中国五県パワーリフティング選手権大会を開催します。 

3)国体予選会としてはノーギア競技のみ、中国五県パワーリフティング選手権大会と 

してはノーギア競技・フルギア競技ともに実施します。 

 

階 級 女子（7階級）：47kg,52kg,57kg,63kg,72kg,84kg,+84kg級 

男子（8階級）：59kg,66kg,74kg,83kg,93kg,105kg,120kg,+120kg級 

※男女とも年齢別のカテゴリーは設けず、「一般」開催のみです。 

参 加 資 格 ①満１４歳以上の健康な男女で、日本に 1年以上在住していること。 

ただし、国体予選出場者は、本戦大会開催年の 4月１日現在、１８歳以上であり、 

かつ、予選出場県に１年以上在住または在勤していること。 

更に、各県選考会において各階級 2位以内入賞者であること。 

②中国ブロック在住、在勤、在学の平成３１年度ＪＰＡ登録選手であること。 

 なお、中国ブロック以外の選手はオープン参加とする。 

 

大会参加費 5,000円（傷害保険込み）（今大会ではダブルエントリー不可。） 

 

表   彰   各大会ごと：各階級 1位～3位までメダルと表彰状、4位～6位まで表彰状。 

            ベストリフターには表彰状を授与する。 

 

選 手 登 録  ＪＰＡ規定に基づく。 

注）平成３1 年度分が未登録の方は、必ずご登録下さい。なお、平成２８年７月１日

からは、すべての登録窓口はＪＰＡ本部管轄となります（各都道府県単位では行い

ません）。（日本パワーリフティング協会ホームページ上参照） 

 登録確認に時間を要しますので、余裕をもって申込締切１週間前までには選手登録

（入金完了まで）をお済ませ下さい。 

 



申 込 方 法    ネットエントリーのみ。 

参加申込は、岡山県パワーリフティング協会 HP（http://okayamapower.web.fc2.com/）の

本大会申込専用フォームに必要事項を記入し、お申し込み下さい。記入漏れがある場合

は、不受理の場合がございます。なお、参加費・選手登録費は所定の口座にお振込み下

さい。 

 

 

 

 ※振込依頼人は、必ず参加選手名でお願い致します。異なる場合は事務処理が出来ない 

  ことがございます。 

 

申 込 〆 切  平成 31年 4月 7日（日）23：00まで 

 

        必ず〆切までに①エントリー、②参加費振込、③選手登録、④アンチドー

ピング書類の提出を済ませて下さい。 

       （ブロック予選のため厳格に対応致します。） 

         

 

  

       

※

上記日時までに申込・選手登録・参加費振込すべて完了している者のみエントリー 

 を受理します。いかなる理由の場合でも、以降の手続きは受け付けません。 

  また、〆切以降の返金に関しても一切応じかねます。 

 

 

お問い合わせ 大会事務局 岡田（ e-mail：okayama.power@gmail.com ） 

 大会実行委員長 石本（ 携帯：090-2299-7342 ） 

または 岡山県パワーリフティング協会 HP 

（http://okayamapower.web.fc2.com/）上の BBSまで。 

エントリー・タイムスケジュール掲載等も上記 HPにて行います。 

 

諸注意 ①2019いきいき茨城ゆめ国体中国ブロック最終予選（各県予選突破者のみ） 

 ②中国五県パワーリフティング選手権大会 

上記 2大会において、ダブルエントリーはできません。 

なお、会場は土足厳禁です。必ず上履きをご用意ください。 

 ※国体県予選会を実施した各県協会は、予選会の成績表ならびに中国ブロック最終予

選出場者の選考表を、中国ブロック長（岡山県：石本）宛に提出する必要がありま

す。これが無い場合は、出場要件の確認ができない為、該当県各選手の申し込み

を受理しませんのでご了承ください。 

 

使用器具 ラック：ER EQUIPMENT または ELEIKO 、 バー：IVANKO または ELEIKO 

上記を使用予定ですが、都合により変更となる場合もございます。ご了承下さい。 

（参照） 

国体選手選考 1)①都道府県大会、②ブロック大会、この２大会に出場し、各ブロックに割り当てら 

れた人数の選手が本戦大会へと出場することができる。 

【参加費振込先】中国銀行 瀬戸支店 普通 1513751 

 岡山県パワーリフティング協会大会事務局 野上広志 

【ドーピング書類提出先】〒709-0855 岡山県岡山市東区瀬戸町沖 88  

                    岡山県立瀬戸南高等学校  

     岡山県パワーリフティング協会大会事務局 野上広志 宛 

※アンチドーピング書類は押印のうえ締切日必着 

http://okayamapower.web.fc2.com/
http://okayamapower.web.fc2.com/


2) ブロック大会への参加標準記録は設定しない。都道府県大会において、成年男子、 

 成年女子ともに各階級２位まで（今回から変更されました）の選手がブロック大会 

 に出場できる。ただし、開催県において公開競技特別枠の人数を充足しない場合、 

 ３位以下の選手からフォーミュラ記録の大きい順に選考することができる。 

3) 本大会への参加標準記録は設定しない。ブロック毎の選手選考に際しては、階級 

毎１位の選手の中から、フォーミュラ記録の大きい選手から順にブロック毎の枠

数 

に達するまで（中国ブロックは男子：６名、女子：１名）選考するものとし、１位 

の選手で充足しない場合は、同様にして２位の選手から選考することができる。 

更に充足しない場合は３位以下の選手から順次同様にして選考することができ

る。 

 

 

 

 

 

会場案内 岡山大学 校友会トレーニング棟（所在地：〒700-0082 岡山市北区津島中 1-1-1） 

  ※車でのご来場 ：山陽道 岡山ＩＣから約６㎞（約１０分） 

  ※電車でのご来場：ＪＲ岡山駅から約３㎞（タクシー等で約５分） 

      ：ＪＲ法界院駅から約 0.5km（徒歩約７分） 

  ※バスでのご来場：岡電バス 岡山理大線（岡山駅西口２２番乗場） 

            岡大西門バス停下車 徒歩で約 400m（約６分） 

            バス時刻表サイト http://okayama-bus.net/ 

  ※敷地内に専用の駐車場はにご用意しておりません。ご来場の際は、なるべく公共 

  交通機関のご利用にご協力願います。 

   （近隣にコインパーキングもございますが、僅かなため数に限りがございます。） 

 
※すべての地図で、真上方が北を指します。 

上：会場周辺図（ ✔ 箇所が大会会場地）国道５３号線に沿って走るルートが分かり易いです。 

    ：車での順路、 

下：岡山大学津島キャンパス内の駐車場位置、岡大西門バス停、ＪＲ法界院駅からの順路 

http://okayama-bus.net/


    ：徒歩での順路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡大西門バス停 

ＪＲ法界院駅 



アンチ・ドーピングに関する誓約書 

及び摂取医薬品・サプリメント申告書 
 

（公社）日本パワーリフティング協会  御中 

全日本大会主管協会  御中 

 

この度、岡山県岡山市で開催される第 74回 いきいき茨城ゆめ国体 中国ブロック最終予選 

（兼 第 31回 中国五県パワーリフティング選手権大会）に出場するに際して、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。 

平成  年  月  日 

 

３か月以内に摂取した医薬品、サプリメント（常用を含む）は次の通りです。 

医薬品名やサプリの 

商品名称 

メーカー名 

又は販売元 
摂取時期又は期間 

   

   

   

   

 

ご住所 
〒 

ご氏名 ㊞ 

所  属 □団体（名称：                                ）□個人 

連絡先 

電話番号 

自 宅  

携 帯  

 
★必ず必要事項を記入の上、朱肉により捺印して下さい。捺印がない場合は、本誓約書は

無効とし、提出されなかったこととします。 

シャチハタ及び電子印は認めません。 

★今回、入手した個人情報は、アンチ・ドーピング対応と今大会の運営に関わること以外

に使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人日本パワーリフティング協会御中 

同意書 

  私、【親権者氏名】        は、【20歳未満の競技者】       （以下「甲」）の親権者と

して、甲を含む公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、「JADA」）に加盟している競技

団体に登録するすべての競技者に、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、及び日本アンチ・ド

ーピング規程（以下「日本アンチ・ドーピング規程等」といいます。）が適用されることを理解し

ます。 

更に、JADAウェブサイト http://www.playtruejapan.org/ の『U20未成年同意書』にて、日本アン

チ・ドーピング規程等を含むドーピング検査やその後の検体の分析、結果の管理その他の日本アン

チ・ドーピング規程等において定められる一連の手続（以下「ドーピング・コントロール手続」と

いいます。）等について説明しているすべての内容を熟読し、理解し、甲へ当該内容を指導した上

で、甲がドーピング検査の対象となり、採取検体の種類を問わずドーピング検査を受けることに同

意し、ドーピング・コントロール手続に服することに対して異議を申し述べません。また、日本ア

ンチ・ドーピング規程等が随時更新されることも理解します。 

本同意は、甲が満 20歳となるまで有効とし、本人が 20歳になるまでの間に親権者が私以外にか

わった場合には遅滞なく私から貴連盟（機構、協会）に通知し、新たな親権者から同意を得ること

を誓約します。 

 なお、ドーピング・コントロール手続においては、2015年 1月 1日に効力発生予定の日本アンチ・

ドーピング規程等で定義されている通り、18 歳未満の者を未成年（Minor）として扱うものとし、

18 歳、19 歳については、原則として、成人と同様の手続にてドーピング検査をはじめとするドー

ピング・コントロール手続が実施される旨も理解いたしました。 

また、私は、私及び甲に関する個人情報並びに本同意書を、ドーピング・コントロール手続に使

用する目的で、JADA、その他のアンチ・ドーピング機関及びその関係団体に提供することに同意

します。 

 

平成  年  月  日 

 

        【親権者】 

 

住所：                

自署：          印 

 

上記内容について確認致しました。 

 

【競技者】（甲） 

 

住所：                

自署：          印 

生年月日： 西暦    年  月  日 

 

 


