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平成17年度第21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

（社）日本ウエイトリフティング協会主 催
（財）全国高等学校体育連盟

全国高等学校体育連盟ウエイトリフティング部会主 管
長崎県ウエイトリフティング協会
長崎県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部

文部科学省・長崎県教育委員会・（財）長崎県体育協会後 援
諫早市教育委員会・長崎県高等学校体育連盟
九州ウエイトリフティング連盟・長崎新聞社

平成１８年３月２６日（日）・２７日（月）・２８日（火）１ 期 日

開会式：諌早観光ホテル道具屋２ 会 場
長崎県諫早市金谷町８－７ ℡０９５７－２２－３３６０
競技会：長崎県立諫早農業高等学校第一体育館
長崎県諫早市立石町１００３ ℡０９５７－２２－００５０

個人対抗選手権３ 種 別

男子 女子４ 階 級
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）

規定２種目（スナッチ・クリーン＆ジャーク）５ 種 目

３月２６日（日）６ 日 程
１３：００～１４：００ 常任委員会 （道具屋）
１４：００～１５：００ 特別全国委員会 (道具屋)
１５：３０～１７：３０ 指導者研修会 （道具屋）

監督・審判会議
１８：００～ 開会式 (道具屋)

３月２７日（月）
９：００～ 女子４８kg級競技

１０：００～ 男子５３㎏級競技予定
１１：１０～ 男子５６㎏級競技予定
１２：２０～ 女子５３㎏級競技予定
１３：２０～ 男子６２㎏級競技予定
１４：３０～ 男子６９㎏級競技予定
１５：４０～ 女子５８㎏級競技予定
１６：４０～ 男子７７㎏級競技予定

３月２８日（火）
９：００～ 女子６３㎏級競技

１０：００～ 男子８５kg級競技予定
１１：１０～ 男子９４㎏級競技予定
１２：２０～ 女子６９kg以上競技予定
１３：２０～ 男子１０５㎏級競技予定
１４：３０～ 男子＋１０５㎏級競技予定
１６：００～ 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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（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。７ 競技方法
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。
・３０秒ルールを適応する。（インターハイと同じルールで実施する）

（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８ 参加資格
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）（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）昭和６２年４月２日以降に生まれた、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８２条の２、第８３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及び永年にわたる活動を理解
し、それを尊重すること。

イ 参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢修
業年限ともに高等学校と一致していること。また、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 出場資格および選手選考方法
（１）平成１７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１７年度ブロック大会（予選会と明記されていること）におい
て、規準記録（別表）を超え本大会に出場を希望する者は、選考資
料（個人ｶｰﾄﾞ・記録表）を提出し、それらを参考に、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出来ない。

（２）都道府県高等学校体育連盟専門部は、前記（１）の予選会記録を、
平成１８年２月７日（火）までに下記申込先（イ）に提出のこと。
（期限が切迫している場合はＦＡＸでも受け付けるが、できるだけ

早く正式書類を提出すること。）
（３）選手の決定通知は、平成１８年２月２０日（月）までに、各都道府

県高等学校体育連盟専門部及び関係高等学校長に送付する。
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（１）申し込みは、所定の用紙を２部作成し、（４）の（ア）・（イ）に10 参加申し込み
送付すること。

（２）監督は、選手在籍校の教職員とする。
（３）コーチ又はセコンドは、教職員又は生徒とする。
（４）申込先

（ア）〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１
岸記念体育会館内
（社）日本ウエイトリフティング協会

（イ）〒375-0012 群馬県藤岡市下戸塚４７－２
群馬県立藤岡工業高等学校内
全国高体連ウエイトリフティング部会
事務局長 舟喜 信生

ＦＡＸ ０２７４－２２－６７４３

（５）申込締め切り日
平成１８年２月２８日（火） 必着

（１）１名：２,５００円11 参加料
（２）参加料及びプログラム代を一括して、下記口座へ振り込むこと。

十八銀行 諫早支店 店番５００７
口座番号 普通 ２９３９５０
名義人 第２１回全国選抜長崎大会

代表 吉田 惣治

（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12 表 彰
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。

（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13 その他
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）選手監督から、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）大会実施要項に関する問い合わせ先

〒３７５－００１２
群馬県藤岡市下戸塚４７－２ 群馬県立藤岡工業高等学校内
（財）全国高等学校体育連盟ウエイトリフティング部会事務局

事務局長 舟 喜 信 生
TEL０２７４－２２－２１５３ FAX０２７４－２２－６７４３

（６）開催地連絡先
〒８５４－００４３
長崎県諫早市立石町１００３

長崎県立諫早農業高等学校
吉 田 惣 治

TEL０９５７－２２－００５０ FAX０９５７－２２－２８２５

【別表】

男子 ５３ ５６ ６２ ６９ ７７ ８５ ９４ １０５ +105
１６０ １７５ １９０ ２０５ ２２０ ２２０ ２２０ ２２０ ２２０規準記録

女子 ４８ ５３ ５８ ６３ ６９ ７５ ＋７５
９５ １０５ １１５ １２５ １３０ １３０ １３０規準記録


