開催実施要項
１

大会名
令和４年度福岡県高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技選手権大会
兼第７６回全九州高等学校ウエイトリフティング競技大会県予選
兼高松宮賜旗第６９回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会県予選
２ 主
催
福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会
３ 後
援
福岡県ウエイトリフティング協会・西日本新聞社
４ 主
管
福岡県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部
５ 期
日
令和４年５月２９日（日）
検
量 １０時００分～１１時００分
開 会 式 なし
競技開始 １１時００分
６ 会
場
福岡県立八幡中央高等学校ウエイトリフティング場
〒806-0015 福岡県北九州市八幡西区元城町 1-1 電話 093-681-2335
７ 競技規則
令和３年度（公社）日本ウエイトリフティング協会競技規則による。
８ 競技方法
（１）種目
オリンピック２種目（スナッチ・クリーン＆ジャーク）
（２）種別
団体戦 学校対抗（男子のみ）55kg 級～＋102kg 級（５名編成・各階級３名まで）
個人戦 個人対抗（男子階級）55kg 級～＋102kg 級
（女子階級）45 ㎏級～＋76 ㎏級
（３）男子級別 55kg 級（55.00kg 以下）
61kg 級（55.01kg～61.00kg）
67kg 級（61.01kg～67.00kg）
73kg 級（67.01kg～73.00kg）
81kg 級（73.01kg～81.00kg）
89kg 級（83.01kg～89.00kg）
96kg 級（83.01kg～91.00kg）
102kg 級（96.01kg～102.00kg）
＋102kg 級（102.01kg 以上）
（４）女子級別 49kg 級（49.00kg 以下）
55kg 級（49.01kg～55.00kg）
59kg 級（55.01kg～59.00kg）
64kg 級（59.01kg～64.00kg）
71kg 級（64.01kg～71.00kg）
76kg 級（71.01kg～76.00kg）
＋76kg 級（76.01kg 以上）
９ 引率・監督について
（１） 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、
教諭、助教諭、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2 に示された者）また
は校長とする。個人の場合は校長の認める当該校または、他の学校の副校長、教頭、主
幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2
に示された者）または校長とする。
（２） 監督、コーチ等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）に加入することを条件とする。
１０ 参加資格
（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍
する生徒であること。
（２）選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により、参加の資格を得たもの。
（３）社団法人日本ウエイトリフティング協会に、登録された者であること。

（４）年齢は、２００３年（平成１５年）４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は
同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
（５）チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成は認めない。
（６）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。
（７）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。
（外国人留学生もこれに準じる。）
ただし、一家転住等やむをえない場合はウエイトリフティング専門部で調査し、高体連
会長の承認があれば、この限りではない。
（８）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。
（９）その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基準
要項の参加資格に準ずる。
（10）参加資格の特例
ア、上記（１）
（２）に定める生徒以外（３）～（９）の大会参加資格を満たし且つ本
連盟が承認した生徒を、別途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、学年に区分を設けない過程に在籍する生徒
の出場は同一競技３回限りとする。
ウ、学年の区分が設けてある課程に在籍する生徒の出場は、３学年までとする。
１１ 参加制限
（１）55kg 級から+102kg 級までの 9 階級、各階級 3 名以内で、エントリーした 5 名を得点
対象とする。女子は学校対抗には含めないものとする。
（２）男子は次のスタート重量以上からスタートしなくてはいけない。女子は 22kg 以上とす
る。
55kg 級
61kg 級 67kg 級 73kg 級 81kg 級 89kg 級 96kg 級 102kg 級 +102kg 級
ｽﾅｯﾁ
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
ｼﾞｬｰｸ
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
１２ 参加申し込み
（１）高体連の参加申込に記載される生徒個人情報について
利用目的等・大会競技プログラムまたは福岡県高等学校体育連盟ホームページへの記載
・参加資格の確認
・競技成績については学校名、氏名、成績（記録）のみ公表することとする。
参加申込の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の
承諾を得たものとする。
（２）申込先：〒８０６－００１５福岡県北九州市八幡西区別所町１番１号
福岡県立八幡工業高等学校
信原 正弥 ℡093-681-2335
Email：nobuhara@fku.ed.jp
（３）申込締：令和４年５月１２日（木）専門委員会に申し込み用紙を持参し、Excel データ
をメールでも提出してください。
期日時間厳守
申込後の変更は認めない。
１３ 個人情報及び肖像権について
上記取り扱いについては、高体連ＨＰ「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に記載
のとおりとする。
１４ 参加負担金
個人 1 人（500 円）を徴収する。
【後日、県事務局がとりまとめて各学校に徴収】
１５ 表彰
団体および個人３位までを表彰する。
１６ 選考方法
団体２位までの高校が九州大会団体出場となる。それ以外、規定重量をより多く突破した記

録を挙げた者６名が個人出場となる。
全国大会については、各階級の規定重量をより多く突破した記録を挙げた者を男子１１名、
女子３名を個人及び団体出場者とする。
１７ その他
（１）会場使用については、会場校の指示に従うとし、ゴミなどは必ず持ち帰るものとする。
（２）「競技会再開に向けた感染拡大防止ガイドライン（別紙）」を熟読の上、感染防止に協力
をすること。「同意書」を大会当日持参し提出すること。観戦などでの入場は、保護者 2 名
までとし、緊急事態宣言等が発令された場合は無観客とする。
（３）感染予防のため開・閉会式は実施しない。また接触を少なくするため、検量～競技開始まで
は６０ 分の特別ルールを採用する。
（４）今大会はネットでの動画配信を予定している。「同意書」を大会当日持参すること。同意で
きない場合については選手本人、又は保護者の申し出により個別に対応をおこなう。
※問合先

福岡県立光陵高等学校 太田 和臣
福岡県立八幡工業高等学校 信原 正弥

℡ 0940-43-5301
℡ 093-681-2335

個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて
福岡県高等学校体育連盟
令和４年４月１日
福岡県高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関
して以下のとおり対応します。
（1） 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
ア 大会プログラムに掲載される。
イ 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがある。
ウ 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。
エ 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがある。
オ 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供する
ことがある。
（2） 競技結果（記録）等の取り扱い
ア 新聞・雑誌及び県高体連等関連ホームページ等で公開されることがある。
イ 大会プログラム掲載の個人情報とともに掲載される。
ウ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがあ
る。
（3） 肖像権に関する取り扱い
ア 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報
告書及び高体連関連ホームページで公開されることがある。
イ 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された映像が、中継・録画放映
及びインターネットによって配信されることがある。
（4） 対応について
ア 取得した個人情報を前記利用目的以外に使用されることはありません。
イ 参加申込書の提出により、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。
なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、県高体連専門部及び当該中央競技団体等によ
って個別に承諾を確認することがある。
ウ 大会役員、競技役員、運営役員、その他各種の委員や補助員等大会関係者及び会場に来られた
観客の皆様につきましては、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。

