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令和２年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会 

高松宮賜旗 第６７回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会 

実施要項（案） 

 

主  催   (公財)全国高等学校体育連盟 (公社)日本ウエイトリフティング協会 

茨城県 茨城県教育委員会 高萩市 高萩市教育委員会 

 

共  催   読売新聞社 

 

後  援   スポーツ庁 (公財)日本スポーツ協会 日本放送協会 

(公財)茨城県体育協会 高萩市体育協会 

 

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 

茨城県高等学校体育連盟 茨城県ウエイトリフティング協会 

 

特別協賛   大塚製薬 

 

協  賛   ＪＴＢ ミライフ カンコー学生服 

 

１ 期  日 

(１) 開 会 式  令和２年８月 10日(月)       17時 30分～ 

(２) 競   技  令和２年８月 11日(火)～14日(金)    ９時 00分～ ４日間 

(３) 閉 会 式  令和２年８月 14日(金)       競技終了後 

 

２ 会  場 

(１) 開 会 式  高萩市文化会館 ホール 

〒318-0034 茨城県高萩市大字高萩６番地 

TEL 0293-23-7411  FAX 0293-23-7414 

(２) 競   技  同 上 

(３) 閉 会 式  同 上 

 

３ 級  別 

(１) 55㎏級 ( 55.00kg 以下)      (２) 61㎏級 ( 55.01kg～ 61.00kg) 

(３) 67㎏級 ( 61.01kg～67.00kg)     (４) 73㎏級 ( 67.01kg～ 73.00kg) 

(５) 81㎏級 ( 73.01kg～81.00kg)     (６) 89㎏級 ( 81.01kg～ 89.00kg) 

(７) 96㎏級 ( 89.01kg～96.00kg)     (８) 102㎏級 ( 96.01kg～102.00kg) 

(９)+102㎏級 (102.01kg 以上)            以上９階級 

 

４ 競技種目 

規定２種目(スナッチ、クリーン＆ジャーク) 
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５ 競技日程 

日程 階級 検量 競技開始 

８月 11日(火) 

55(B) ７：00～ ９：00～ 

55(A) ９：00～ 11：00～ 

61(B) 11：00～ 13：00～ 

61(A) 13：30～ 15：30～ 

８月 12日(水) 

67(B) ７：00～ ９：00～ 

67(A) ９：00～ 11：00～ 

73(B) 11：00～ 13：00～ 

73(A) 14：00～ 16：00～ 

８月 13日(木) 

81(B) ７：00～ ９：00～ 

81(A) ９：30～ 11：30～ 

89(B) 12：30～ 14：30～ 

89(A) 14：00～ 16：00～ 

８月 14日(金) 

96 ７：00～ ９：00～ 

102 ９：30～ 11：30～ 

＋102 12：00～ 14：00～ 

(注) 参加者の人数により、日程を変更することもある。 

練習会場使用時間帯 ９：00～17：00 (最終日は 12：00まで) 

 

６ 競技規則 

令和２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。但し、同規則の主

な変更箇所は次のとおりとする。 

(１) 検量順、試技順の抽選は常任委員会時にコンピュータにて行う。 

(２) 競技者は、コールされてから試技までに 30 秒が許される。30 秒経過時にバーベ

ルが離床しなければ、その試技は失敗となる。 

(３) 競技者が連続して試技を行う場合、１分 30 秒が与えられる。１分経過後に警告

の合図が出る。１分 30 秒経過後にバーベルが離床しなければ、その試技は失敗と

なる。 

(４) 日本高校新記録以上の記録に挑戦の場合の時間は、日本協会競技規則により実施

する。 

(５) 選手紹介は行わない。 

(６) 各試技について、通常の申し込みの他に、最大２回の重量変更が許される。許さ

れる条件は以下のとおりである。 

ア 増やす場合は、ファイナルコール以前であること。 

イ 減らす場合は、変更したい重量がコールされる以前であること。 

ウ 第一試技以外は、申し込んだ重量を下げることはできない。 
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７ 競技方法 

個人戦及び学校対抗戦とする。 

(１) 個人戦 

９階級を実施し、規定２種目(スナッチ、クリーン＆ジャーク)及びトータルで順

位を決定する。但し、同記録の時は、先にその記録を樹立したものを上位とする。 

(２) 学校対抗戦 

ア 参加選手の得点合計によって、順位を決定する。 

イ 得点は、各階級とも、スナッチ、クリーン＆ジャーク、トータルそれぞれ下記の

表に記載した点数とする。 

ウ 合計得点が同点の場合は、トータルにおいて上位入賞者の多い団体を上位とする。

なお、同じ場合は同位を分ける。 

エ 得点対象者は、１校９名までとし、１階級３名までとする。なお、参加選手がこ

の枠を超える場合は、獲得点数の多い選手を得点対象者とする。 

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

得点 ９点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

 

８ 引率・監督 

(１) 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校

長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」

(学校教育法施行規則第 78 条の２に示された者)も可とする。但し、当該都道府県

高体連会長に事前に届けること。 

(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)に必ず加入することを条件とする。 

但し、各都道府県における規程があり、引率・監督者がこの基準より限定された

範囲内であればその規程に従うことを原則とする。 

 

９ 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。但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

(２) 選手は、都道府県高等学校体育連盟に加盟している学校の生徒で、当該競技専門

部に登録し、当該競技実施要項により全国大会の参加資格を得たものに限る。但し、

都道府県高体連に専門部が設置されていない種目については、加盟校の生徒である

こととする。 

(３) 令和２年５月 29 日(金)までに、(公社)日本ウエイトリフティング協会に選手登

録を完了させたものとする。 

(４) 年齢は、平成 13(2001)年４月２日以降に生まれたものとする。但し、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。(「出場」とは登録や

エントリーではなく、試合への出場回数をさし、専門部が責任を持って調整・確認

する。) 

大会参加資格を満たし、日程等が重ならない場合は複数競技への参加を認める。 
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(５) チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認

めない。 

(６) 複数校合同チームの大会参加は認めない。但し、統廃合の対象となる学校につい

ては、統廃合完了前の２年間に限り合同チームによる大会参加を認める。 

(７) 転校・転籍後６か月未満のものは参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ず

る)但し、一家転住などやむを得ない場合は、各都道府県高等学校体育連盟会長の

認可があればこの限りではない。 

大会開始前のエントリー変更期限前に６か月が経過し出場資格が発生した場合、

団体競技種目や団体戦では、エントリー変更のルールがある場合には、そのルール

に従って変更を認める。 

(８) 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する高

等学校体育連盟会長の承認を必要とする。 

(９) 参加資格の特例 

ア 上記(１)(２)に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満た

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、別途に定める

規程にしたがい大会参加を認める。 

イ 上記(４)の但し書きについては、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３回までとする。 

【大会参加資格の別途に定める規程】 

１ 学校教育法第 72 条、115 条、124 条及び 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。 

２ 以下の条件を具備すること。 

(１) 大会参加資格を認める条件 

ア (公財)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、活動時間等が高等学校に比べて著しく均

衡を失することなく、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 全国高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し、競技種目別大会申し合わせ事

項等にしたがうとともに、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、責任ある学校の職員が引率するとともに、万一の事故の発

生に備えて傷害・賠償責任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。 
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10 参加制限 

(１) 各階級３名以内、合計９名以内とする。但し、茨城県は、各階級３名以内、合計

16名以内とする。 

(２) 上記と別に、前年度実績で、各階級上位５名までの選手の所属都道府県に、出場

枠を与える。別枠については専門部において決定し通知する。 

ア 上記(１)の参加枠と別枠とする。 

イ 別枠選手も都道府県予選に参加し、選考された選手とする。 

ウ 令和２年３月 31日までに決定し、各都道府県に通知する。 

(３) 都道府県予選会において、下記に定める基準以上の記録を樹立したものとする。 

基 準 記 録 (単位：kg) 

階級 
55 

kg級 

61 

kg級 

67 

kg級 

73 

kg級 

81 

kg級 

89 

kg級 

96 

kg級 

102 

kg級 

+102 

kg級 

トータル 142 158 167 175 183 187 191 194 194 

(４) 外国人留学生の参加については、各都道府県２名以内とする。なお、同一校にお

いて２名が参加することができるものとする。 

 

11 参加申込 

※個人情報の取扱いに関して 

大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外

の目的に利用することはありません。(詳しくは実施要項の最終ページを参照してくだ

さい。) 

(１) 申込書類 

ア 都道府県一覧表(様式１)３部(１部は都道府県高等学校体育連盟控え) 

※ 申込様式１都道府県一覧表の申込責任者は、当該高等学校体育連盟専門部長と

する。 

イ 学校別申込書(様式２)３部(１部は都道府県高等学校体育連盟控え) 

※ 申込様式２学校別申込書の申込責任者は、当該高等学校校長とする。 

ウ 個人票(様式３)１部 

※ 申込様式３個人票の記載責任者は、選手所属校の顧問とする。 

(２) 申込方法 

ア 参加校の申込責任者は、「魅せろ躍動 北関東総体 2020」ホームページ 

《https://www.koukousoutai.com/2020soutai/》にアクセスして、上記様式２、３を

ダウンロードする。 

イ 様式２(３部)、様式３(１部)を作成し、所属長の承認を得て、各都道府県責任者

(各都道府県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部)に参加料を添えて提出

する。 

ウ 各都道府県責任者は、「魅せろ躍動 北関東総体 2020」ホームページ 

《https://www.koukousoutai.com/2020soutai/》にアクセスして、上記様式１をダウ

ンロードする。 
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エ 様式１(３部)を作成し、都道府県高等学校体育連盟会長の承認を得た後、１部は

都道府県高等学校体育連盟の控えとし、下記の(３)申込先「ア」・「イ」へ１部ず

つ簡易書留郵便で申し込むこと。 

オ なお、各都道府県責任者は下記の(３)の「イ」に、様式１の電子データを電子

メールで送信すること。 

カ 申込後の選手変更は一切認めない。 

キ 各都道府県に１名認められるコーチ又はセコンドは、所属高等学校体育連盟専門

部加盟の生徒又は教職員１名とする。 

(３) 申込先 

ア 〒329-0205 栃木県小山市間々田 23-１ 栃木県立小山南高等学校内 

(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 

TEL 0285-45-2424  FAX 0285-45-8949 

イ 〒318-8511 茨城県高萩市本町１-100-１ 高萩市役所 

令和２年度全国高等学校総合体育大会 高萩市実行委員会事務局 

ウエイトリフティング競技担当宛 

TEL 0293-23-2019  FAX 0293-23-1126 

E-mail soutai2020.wl@city.takahagi.lg.jp 

(４) 申込期限 

令和２年６月 30日(火)必着 

 

12 参 加 料 

(１) 参加料 １人 ４，５００円 

(２) 納入方法 

ア 各都道府県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部で取りまとめ、参加申

込みと同時に下記の口座に振り込むこと。 

イ 振込先 

指定銀行 常陽銀行 高萩支店 

口座番号 普通 １７３９４０３ 

口座名義 全国高等学校総合体育大会 高萩市実行委員会 

(３) 参加取消に伴う納入金の取り扱い 

ア 参加申込期限日までの取消については返金する。但し、振込手数料を差し引いた

額とする。 

イ 参加申込期限日後の取消については、返金しない。 

 

13 表  彰 

(１) 総合優勝校に高松宮賜旗・(公財)全国高等学校体育連盟会長杯・文部科学大臣

(以上持ち回り)を授与して表彰する。 

(２) 総合優勝校に読売新聞社杯を授与して表彰する。 
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(３) 総合優勝校にＮＨＫ盾を授与して表彰する。 

(４) 総合２位・３位校に部長杯(持ち回り)を授与して表彰する。 

(５) 総合１位校から８位校に賞状を授与して表彰する。 

(６) 階級ごとに、２種目合計記録８位までのものを表彰し、３位までにメダルを授与

し表彰する。 

(７) 階級ごとに、種目別３位までに賞状、メダルを授与して表彰する。 

(８) 前年度総合３位までの学校にレプリカを授与する。 

 

14 宿  泊 

選手・監督及び引率責任者等(参加申込に記載された者)並びに役員等の宿泊は、下記

申込方法により配宿センターに申し込まなければならない。 

(１) 宿泊料金 以下「未定」 

 

15 諸 会 議 

会 議 名 期  日 時  間 会  場 

常任委員会 

8月 10日 

(月) 

10時 00分 高萩市役所 

〒318-8511 

茨城県高萩市高萩１-100-１ 

TEL 0293-23-2019 

FAX 0293-23-1126 

会議室 ３-１ 

専門委員会 13時 00分 大会議室 

全国委員会 14時 30分 大会議室 

審判打ち合わせ 15時 00分 会議室 ３-２ 

審判・監督会議 16時 00分 

高萩市文化会館 

〒318-0034 

茨城県高萩市大字高萩６番地 

TEL 0293-23-7411 

FAX 0293-23-7414 

ホール 

 

16 個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて 

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扱いに関しては、実施要

項の最終ページを参照すること。 

 

17 連絡事項(その他) 

(１) 開会式・閉会式の服装は各都道府県ユニフォーム、各チームユニフォーム等とす

る。 

(２) 競技中の疾病・傷害の応急処置は、主催者側の負担とするが、その後の責任は負

わない。なお、上記事故に関しては、速やかに監督を通じ救護室担当者に届出をす

ること。 

(３) 参加者は健康保険証を持参すること。 

(４) 引率責任者は選手すべての行動に対して責任を負うものとする。 

(５) プログラムの無償配布は、全国高等学校総合体育大会開催基準要項による。 
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【問い合わせ先】 

令和２年度全国高等学校総合体育大会 

高萩市実行委員会事務局 ウエイトリフティング競技担当 

〒318-8511 茨城県高萩市本町１-100-１ 高萩市役所 

TEL 0293-23-2019  FAX 0293-23-1126 

E-mail soutai2020.wl@city.takahagi.lg.jp 

 


