平成２７年度第３１回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会実施要項
主

催

金沢市
（公社）日本ウエイトリフティング協会
（公財）全国高等学校体育連盟
（株）北國新聞社

主

管

（公財）全国高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部
石川県ウエイトリフティング協会
石川県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部

後

援

文部科学省・（一財）地域活性化センター
石川県・石川県教育委員会・（公財）石川県体育協会
石川県高等学校体育連盟・ＮＨＫ金沢放送局・北陸放送
テレビ金沢・ラジオかなざわ 金沢ケーブルテレビネット
北信越ウエイトリフティング連盟

１ 期 日

平成２８年３月２５日（金）・２６日（土）・２７日（日）・２８日（月）

２ 会 場

開会式：金沢市総合体育館
石川県金沢市泉野出町３－８－１
競技会：金沢市総合体育館
石川県金沢市泉野出町３－８－１

３ 種 別
４ 階 級

℡０７６－２４７－００８８
℡０７６－２４７－００８８

個人対抗選手権
男子
女子
５３㎏級 （53.00kg以下
）
４８㎏級 （48.00kg以下
）
５６㎏級 (53.01kg～ 56.0kg）
５３㎏級 (48.01kg～ 53.0kg）
６２㎏級 (56.01kg～ 62.0kg）
５８㎏級 (53.01kg～ 58.0kg）
６９㎏級 (62.01kg～ 69.0kg）
６３㎏級 (68.01kg～ 63.0kg）
７７㎏級 (69.01kg～ 77.0kg）
６９㎏級 (63.01kg～ 69.0kg）
８５㎏級 (77.01kg～ 85.0kg）
７５㎏級 (69.01kg～ 75.0kg）
９４㎏級 (85.01kg～ 94.0kg） ＋７５㎏級 (75.01kg以上
）
１０５㎏級 (94.01kg～105.0kg)
（７階級）
＋１０５㎏級 (105.01kg以上
)
（９階級）

５ 種 目

規定２種目（スナッチ・クリーン＆ジャーク）

６ 日 程

３月２５日（金）
１３：００～１４：００ 常任委員会
１４：３０～１５：３０ 特別全国委員会
１６：００～１７：３０ 指導者研修会・審判監督会議
１８：００～
開会式
３月２６日（土）
１０：００～
女子４８kg級競技
１１：２０～
男子５３㎏級競技予定
１３：００～
男子５６㎏級競技予定
１４：４０～
女子５３㎏級競技予定
１６：００～
男子６２㎏級競技予定
３月２７日（日）
９：００～
男子６９㎏級競技
１０：４０～
女子５８㎏級競技予定
１２：００～
男子７７kg級競技予定
１３：４０～
男子８５kg級競技予定
１５：２０～
女子６３・６９㎏級競技予定
１６：４０～
男子９４㎏級競技予定
３月２８日（月）
９：００～
男子１０５㎏級競技
１０：４０～
女子７５・＋７５㎏級競技予定
１２：００～
男子＋１０５㎏級競技予定
１４：００～
閉会式予定
※参加人員により、競技日程を変更することもある。
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（金沢市総合体育館）
（金沢市総合体育館）
（金沢市総合体育館）
(金沢市総合体育館)

７ 競技方法

８ 参加資格

（公社）日本ウエイトリフティング協会制定の競技規則による。
ただし、同規則の変更箇所は次の通りとする。
・ 抽選は、常任委員会においてコンピューターで実施する。
（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。
（２）都道府県高等学校体育連盟に加入している生徒で本要項により本大会の参
加資格を得た者。
（３）（公社）日本ウエイトリフティング協会に選手登録を完了した者。
（４）平成９年４月２日(1997年)以降に生まれた、全日制課程・定時制課程・通信
制課程とも１・２年生の者。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。
（５）参加資格の特例
ア 上記(1)・(2)に定める生徒以外で、当該実施要項により大会資格を満
たすと判断され、都道府県高等学校体育連盟が推薦した生徒について、
次に定める規定に従い大会参加を認める。
イ 上記（４）のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在
籍する生徒の出場は、同一競技２回限りとする。
「大会参加資格の別途に定める規定」
Ⅰ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び第１３４条の学校に在籍
し、都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒であるこ
と。
Ⅱ 以下の条件に具備すること。
（１）大会参加資格を認める条件
ア 全国高等学校体育連盟の目的を理解し、それを尊重すること。
イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校に
あっては、学齢、修学年限ともに高等学校と一致していること。また、
広域通信制連携校の生徒による混成は認めない。
ウ 各学校にあっては、都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が認め
られ、全国大会への出場条件が満たされていること。
エ 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任
ある顧問教員の指導のもとに適切に行われており、活動時間帯が高等学
校に比して著しく均衡を失していず、運営が適切であること。
（２）大会参加に際し守るべき条件
ア 全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会実施要項を遵守し、大
会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。
イ 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の
発生に備えて傷害保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じてお
くこと。
ウ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。

９ 引率・監督 （１）引率責任者は、校長の認める学校の職員とする。
（２）監督は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険
(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。
10 出場資格および選手選考方法
（１）平成２７年度全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会都道府県予選
会（都道府県公認大会であること：ただし兼大会可）及び平成２７年度ブロッ
ク選抜大会において、基準記録（別表）に到達し、本大会に出場を希望する者
は、学校推薦書を都道府県高等学校体育連盟専門部長に提出する。
（２）都道府県高等学校体育連盟専門部は、学校から提出された者の資格を確認の
上、都道府県推薦書を作成し、公式記録表と学校推薦書と合わせ、平成２８年
１月２９日（金）までに下記申込先（イ）に提出する。
（３）提出された推薦書を参考に、全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大
会選手選考委員会(常任委員会)が選手を選考し、その出場指名を受けた者を有
資格者とする。なお、出場指名後の階級変更は認めない。
（４）有資格者には、平成２８年２月１７日（水）までに、関係する各都道府県高等
学校体育連盟専門部及び高等学校長宛てに通知する。
（５）指名を受けた有資格者は、下記「11 参加申し込み」のとおり、参加申込み
書を提出し、大会参加が認められる。
-2-

11 参加申し込み
（１）申し込みは、所定の用紙を２部作成し、（２）の（ア）・（イ）に送付す
ること。
（２）申込先
（ア）〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津マ1０６－７ 能登高等学校内
全国高等学校選抜大会実行委員会 事務局
（イ）〒378-0014 群馬県沼田市栄町１６５－２
群馬県立利根実業高等学校内
（公財）全国高体連ウエイトリフティング専門部 事務局長 舟喜信生
ＦＡＸ ０２７８－２２－５１３６
（３）申込締め切り日
平成２８年２月２６日（金） 必着
12 参加料

（１）１名：２,５００円
（２）参加料及びプログラム代を一括して、下記口座へ2月28日までに振り込むこと。
北國銀行 珠洲支店 店番 ３２９
口座番号 普通 ３６８８７４
名義人
全国高等学校選抜大会実行委員会
事務局 嶽 桂輔

13 表 彰

（１）各階級とも、２種目合計記録第１位から第３位までにメダルを、第１位から
第６位までに賞状を授与する。
（２）各階級とも、スナッチとクリーン＆ジャーク種目の第１位から第３位までに
賞状を授与する。
（３）最優秀選手を選考し、これを表彰する。

14 その他

（１）競技中の傷病事故については、主催者側において応急の処置はするが、その
後の責任は負わないものとする。
（２）これらの事故に関しては、監督を通じて大会事務局に届け出ること。
（３）プログラムは、監督分１部は無償配布とし､選手からはプログラム代として、
１部１,０００円を徴収する。
（４）宿泊については別に定め、決定通知とともに送付する。
（５）大会に関して提供される個人情報は、本大会の目的以外には使用しない。
なお、参加申し込み時点で本人の了承を得たものとして取り扱う。
（６）大会実施要項に関する問い合わせ先
〒378-0014 群馬県沼田市栄町１６５－２ 群馬県立利根実業高等学校内
（公財）全国高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部事務局
事務局長
舟 喜 信 生
TEL０２７８－２３－１１３１
FAX０２７８－２２－５１３６
（７）開催地連絡先
〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津マ106－7 石川県立能登高等学校内
嶽
桂 輔
TEL０７６８－６２－０５４４
FAX０７６８－６２－２９３５
（８）この事業は、（一財）地域活性化センターの補助金による。

【別表】
男子

５３

５６

６２

６９

７７

８５

９４

１０５

+105

基準記録

１６０

１７５

１９０

２０５

２１０

２１５

２２０

２２０

２２０

女子

４８

５３

５８

６３

６９

７５

基準記録

９５

１０５

１１５

１２５

１３０

１３０

＋７５
１３０

選考資料提出についての申し合わせ事項
①１選手、１階級のみの提出とする。
（提出後の階級変更はできない。
）
②選考資料の申し込みをする階級で、予選会記録が参加基準記録以上であること。
③予選会の階級より、下の階級には申し込めない。
④上の階級に申し込む場合は、その階級の基準記録以上であること。
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