
1グループ（Aコート）

女子47kg級、52kg級（10名）

検量8:30　試技開始10:30

24 女子47kg級 MⅠ 波名城ひとみ ノーギア 49 パワーハウス

3 女子47kg級 MⅡ 西川裕子 ノーギア 59 Team Raws

41 女子47kg級 MⅡ 萩原千史 ノーギア 53 Team Raws

56 女子47kg級 MⅡ 三木真紀 ノーギア 53 TXP

16 女子47kg級 MⅣ 菊入広子 ノーギア 70 パワーハウス

48 女子47kg級 一般 石田梨沙 ノーギア 39 個人

136 女子52kg級 MⅡ 田坂朋子 ノーギア 53 Team Raws

6 女子52kg級 MⅣ 石田啓子 ノーギア 70 個人

30 女子52kg級 一般 末永淑子 ノーギア 27 ノーリミッツ

112 女子52kg級 一般 木村美英 ノーギア 30 個人

2グループ（Aコート）

女子57kg級、63kg級、72kg級（10名）

検量8:30　試技開始は各種目共に1グループの試技終了後

144 女子57kg級 MⅡ 糸井慈 ノーギア 54  Training-studio“Master Mind”

20 女子57kg級 一般 袁哲旦 ノーギア 25 個人

27 女子57kg級 一般 吉澤和香奈 ノーギア 32 パワーハウス

101 女子57kg級 一般 河野祥子 ノーギア 42 TXP

139 女子57kg級 一般 比留間マリエ ノーギア 33 個人

125 女子63kg級 MⅠ 藤原真由美 ノーギア 47 個人

49 女子63kg級 一般 渡邊瀬里奈 ノーギア 25 個人

121 女子63kg級 一般 篠田景子 ノーギア 29 個人

73 女子72kg級 ジュニア 梶原優花 ノーギア 20 個人

38 女子72kg級 一般 高原怜子 ノーギア 34 個人

3グループ（Aコート）

男子83kg級ジュニア＆マスターズ（12名）

検量13;30　試技開始15:30

21 男子83kg級 MⅠ 藤川賢治 ノーギア 49 西東京パワー倶樂部

42 男子83kg級 MⅠ 濵本久平 ノーギア 44 個人

57 男子83kg級 MⅠ 西修作 ノーギア 42 スパインハウス

91 男子83kg級 MⅠ 別府隆久 ノーギア 45 ノーリミッツ

100 男子83kg級 MⅠ 高橋秀輔 ノーギア 42 パワーハウス

108 男子83kg級 MⅠ 内山渉 ノーギア 46 大谷塾

17 男子83kg級 MⅡ 林豊 ノーギア 51 個人

70 男子83kg級 MⅡ 田澤英徳 ノーギア 54 TEAM Raws

40 男子83kg級 MⅢ 荒石一由 ノーギア 61 スパインハウス

79 男子83kg級 MⅢ 山田幸博 ノーギア 61 パワーハウス

11 男子83kg級 ジュニア 天木聖曉 ノーギア 21 ノーリミッツ

78 男子83kg級 ジュニア 園村壱誠 ノーギア 22 スパインハウス

4グループ（Aコート）

男子83kg級一般（12名）

検量13:30　試技開始は各種目共に3グループの試技終了後

65 男子83kg級 一般 根岸良樹 ノーギア 32 TXP

130 男子83kg級 一般 矢木龍馬 ノーギア 22 TXP

61 男子83kg級 一般 高橋優作 ノーギア 36 個人

87 男子83kg級 一般 村越寿夫 ノーギア 31 個人

116 男子83kg級 一般 永井肇 ノーギア 35 西東京パワー倶楽部

43 男子83kg級 一般（オープン） 髙橋克佳 ノーギア 44 十勝パワーリフティング協会

9 男子83kg級 一般（オープン） 甲斐慎太郎 ノーギア 30 個人

36 男子83kg級 一般（オープン） 小林守 ノーギア 33 個人

52 男子83kg級 一般 榊原顕 ノーギア 36 ノーリミッツ 

35 男子83kg級 一般 柳川圭大 ノーギア 29 ノーリミッツ

23 男子83kg級 一般 高野剛 ノーギア 49 TXP

135 男子83kg級 一般 三好楽 ノーギア 35 個人

68 男子83kg級 一般 有道亮 ノーギア 32 個人

50 男子83kg級 一般 小林大作 ノーギア 35 個人

所属

Lot No 階級 区分 氏名 F/N CY 所属
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所属
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5グループ（Bコート）

男子59kg級一般・ジュニア・マスターズ（14名）

検量8:30　試技開始10:30

88 男子53kg級 ジュニア 田中玲星 ノーギア 21 個人

12 男子59kg級 MⅠ（オープン） 輿石幸紀 ノーギア 45 個人

85 男子59kg級 MⅠ 富田英吉 ノーギア 48 Team Raws（チーム ローズ）

132 男子59kg級 MⅠ 鈴木研太郎 ノーギア 44 スパインハウス

133 男子59kg級 MⅠ 木下裕司 ノーギア 40 スパインハウス

103 男子59kg級 MⅡ 村上和彦 ノーギア 54 個人

67 男子59kg級 MⅢ 川上京司 ノーギア 69 個人

2 男子59kg級 ジュニア 岩城晴也 ノーギア 23 ノーリミッツ

62 男子59kg級 ジュニア 神田橋萌人 ノーギア 19 スパインハウス

109 男子59kg級 ジュニア 池田健太郎 ノーギア 23 個人

140 男子59kg級 ジュニア 三浦一馬 ノーギア 23 個人

13 男子59kg級 一般 小林勉 ノーギア 32 個人

129 男子59kg級 一般 荒木雄介 ノーギア 37 TEAM　RAWS

147 男子59kg級 一般 小林一貴 ノーギア 37 TXP

6グループ（Bコート）

男子66kg級一般・ジュニア・マスターズ（14名）

検量8:30　試技開始は各種目共に5グループの試技終了後

51 男子66kg級 MⅡ 杉本基彰 ノーギア 53  Team_Raws

60 男子66kg級 MⅡ 岸原慎一 ノーギア 50 個人

102 男子66kg級 MⅡ 赤坂義昭 ノーギア 52 チトフナ・パワークラブ

22 男子66kg級 MⅢ 白川裕二 ノーギア 68 立川泉クラブ

37 男子66kg級 MⅢ 鈴木光 ノーギア 60 個人

104 男子66kg級 ジュニア 川上虎己 ノーギア 21 大谷塾

8 男子66kg級 一般 木村琢磨 ノーギア 35 個人

39 男子66kg級 一般 上田孝道 ノーギア 26 個人

64 男子66kg級 一般 桂田智章 ノーギア 44 個人

80 男子66kg級 一般 出沼優一 ノーギア 26 TXP

114 男子66kg級 一般 柴崎亮太郎 ノーギア 30 個人

117 男子66kg級 一般 クロウ・ジョン ノーギア 35 TXP

134 男子66kg級 一般 高野尚 ノーギア 26 個人

137 男子66kg級 一般 槻大二郎 ノーギア 31 個人

7グループ（Bコート）

男子93kg級マスターズ（10名）

検量13;30　試技開始15:30

146 男子93kg級 MⅠ 大岸英樹 ノーギア 41 ノーリミッツ

66 男子93kg級 MⅠ 渡邉規和 ノーギア 43 TXP

46 男子93kg級 MⅠ 石丸雄一郎 ノーギア 42 TXP

99 男子93kg級 MⅠ 茂木仁 ノーギア 47 個人

131 男子93kg級 MⅠ 吉山真 ノーギア 43 立川トレーニングセンター

86 男子93kg級 MⅠ 南波航一郎 ノーギア 44 立川トレーニングセンター

96 男子93kg級 MⅡ 大高太郎 ノーギア 51 個人

58 男子93kg級 MⅡ 金井太 ノーギア 50 TXP

72 男子93kg級 MⅡ 羽田野正 ノーギア 58 個人

4 男子93kg級 MⅢ 和田哲也 ノーギア 60 個人

8グループ（Bコート）

男子93kg級ジュニア＆一般（12名）

検量13;30　試技開始は各種目共に7グループの試技終了後

7 男子93kg級 ジュニア 稲田拓也 ノーギア 23 個人

141 男子93kg級 一般 古賀友太郎 ノーギア 29 TXP

107 男子93kg級 一般 シルバ英樹 ノーギア 20 日本体育大学

92 男子93kg級 一般 堀内健司 フルギア 43 パワーハウス

71 男子93kg級 一般（オープン） 芳賀涼平 ノーギア 26 ゴールドジム横浜上星川

26 男子93kg級 一般 涌井唯人 ノーギア 31 チームミラクル

145 男子93kg級 一般 義田大峰 ノーギア 31 TXP

44 男子93kg級 一般 小澤周平 ノーギア 29 パワーハウス

15 男子93kg級 一般 山本祐喜 ノーギア 33 個人

32 男子93kg級 一般 屋良一紀 ノーギア 28 個人

98 男子93kg級 一般（オープン） 熊谷和規 ノーギア 23 個人

81 男子93kg級 一般 藤田昌輝 ノーギア 34 個人

所属
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9グループ（Cコート）

男子74kg級マスターズ（12名）

検量8;30　試技開始10:30

19 男子74kg級 MⅠ 馬場義徳 ノーギア 44 Team Raws

75 男子74kg級 MⅠ カストディオ・ロメル ノーギア 43 TXP

93 男子74kg級 MⅠ 佐藤康志 ノーギア 41 スパイスハウス

106 男子74kg級 MⅠ 清田勝行 ノーギア 45 スパインハウス

25 男子74kg級 MⅡ（オープン） 西村拓 ノーギア 53 個人

34 男子74kg級 MⅡ 木村豊 ノーギア 55 個人

47 男子74kg級 MⅡ 成澤真一 ノーギア 54 個人

90 男子74kg級 MⅡ 大島秀平 ノーギア 55 Team Raws

18 男子74kg級 MⅢ 場集田寿 ノーギア 62 個人

94 男子74kg級 MⅢ 岩本雅彦 ノーギア 60 個人

97 男子74kg級 MⅢ 藤田正之 ノーギア 62 パワーハウス

10グループ（Cコート）

男子74kg級一般（13名）

検量8;30　試技開始は各種目共に9グループの試技終了後

1 男子74kg級 一般 横田正敏 ノーギア 30 TXP

14 男子74kg級 一般 大榮卓磨 ノーギア 25 TXP

28 男子74kg級 一般 吉田侍史 ノーギア 43 ノーリミッツ

29 男子74kg級 一般（オープン） 中重斉 ノーギア 33 ESQUATIR

31 男子74kg級 一般 竹島元 ノーギア 29 個人

33 男子74kg級 一般 滝田治之 ノーギア 40 個人

53 男子74kg級 一般 西郷陽永 ノーギア 35 TXP

55 男子74kg級 一般 古屋俊守 ノーギア 38 個人

111 男子74kg級 一般 渡邉透 ノーギア 29 個人

113 男子74kg級 一般 藤原正太 ノーギア 25 個人

127 男子74kg級 一般 茶圓将司 ノーギア 25 個人

138 男子74kg級 一般 辻本新 ノーギア 25 TXP

143 男子74kg級 一般 平塚裕一 ノーギア 38 チームミラクル

11グループ（Cコート）

男子105kg級一般・ジュニア・マスターズ（13名）

検量13;30　試技開始15:30

128 男子105kg級 MⅠ 高山和澄 ノーギア 43 ＴＸＰ

76 男子105kg級 MⅠ 森拓也 ノーギア 47 パワーハウス

142 男子105kg級 MⅠ 渡邊大 ノーギア 40 TXP

115 男子105kg級 MⅠ 山田洋平 ノーギア 41 スパインハウス

110 男子105kg級 MⅡ 舘岡秀樹 ノーギア 59 TXP

119 男子105kg級 MⅡ 沖田真介 ノーギア 50 個人

122 男子105kg級 ジュニア キム・ミンウ ノーギア 20 個人

89 男子105kg級 一般 芝田充弘 ノーギア 29 Offense Line

69 男子105kg級 一般 栗原弘教 ノーギア 34 Training-studio“Master Mind”

5 男子105kg級 一般 堀口耀介 ノーギア 26 TXP

95 男子105kg級 一般 横田達郎 ノーギア 31 個人

59 男子105kg級 一般 須賀祐次 ノーギア 28 オフェンスライン(予定)

120 男子105kg級 一般 信田泰宏 ノーギア 31 個人

12グループ（Cコート）

男子74kg級ジュニア、男子120kg級一般、120kg超級一般（12名）

検量13;30　試技開始は各種目共に11グループの試技終了後

82 男子120kg級 一般(オープン） 及川慎二 ノーギア 29 十勝パワーリフティング協会

74 男子120kg級 一般 首代敬次郎 ノーギア 52 TXP

84 男子120kg級 一般 黒川明 ノーギア 41 ノーリミッツ

126 男子120kg級 一般 橋本到 ノーギア 30 ノーリミッツ 

45 男子120kg級 一般 竹原勝仁 ノーギア 30 オフェンスライン

118 男子120kg超級 一般 大坊健 ノーギア 43 ＴＸＰ

105 男子120kg超級 一般 樋田佳大 ノーギア 41 個人

123 男子120kg超級 一般 岩波吾猛 ノーギア 39 個人

10 男子74kg級 ジュニア 大野代樹 ノーギア 22 個人

124 男子74kg級 ジュニア 坂下竜一 ノーギア 20 大谷塾

77 男子74kg級 ジュニア 中山椋健 ノーギア 22 個人

83 男子74kg級 ジュニア 村井一穂 ノーギア 23 個人

Lot No 階級

Lot No 階級 区分 氏名 F/N CY 所属

CY 所属

Lot No 階級 区分 氏名 F/N CY 所属

Lot No 階級 区分 氏名 F/N

区分 氏名 F/N CY 所属


