
エントリー



1グループ（Aコート）
女子47kg級、52kg級（12名）
検量9:00 試技開始11:00

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

166 女子47kg級 クラシック 波名城 ひとみ(ハナシロ ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

62 女子47kg級 クラシック 三木 真紀(ミキ マキ) MⅡ(50歳～59歳) TXP

164 女子47kg級 クラシック 小島 良美(コジマ ヨシミ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

13 女子47kg級 クラシック 川上 茉佑(カワカミ マユ) 一般 個人

75 女子47kg級 クラシック 石田 梨沙(イシダ リサ) 一般 個人

19 女子52kg級 クラシック 相川 里子(アイカワ サトコ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

112 女子52kg級 クラシック 堀切 俊枝(ホリキリ トシエ) MⅡ(50歳～59歳) スパインハウス

72 女子52kg級 クラシック 野村 知佳(ノムラ チカ) 一般 個人

83 女子52kg級 クラシック 尾方 亜希(オガタ アキ) 一般 サンプレイ

121 女子52kg級 クラシック 小川 紋子(オガワ アヤコ) 一般 スパインハウス

122 女子52kg級 クラシック 富永 亜以子(トミナガ アイコ) 一般 個人

160 女子52kg級 クラシック 清水 舞(シミズ マイ) 一般 個人



2グループ（Aコート）
女子57kg級、63kg級、84kg級、84kg超級（18名）
検量9:00 試技開始は1グループの試技終了後

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

58 女子57kg級 クラシック 今村 聖子(イマムラ セイコ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

66 女子57kg級 クラシック 苅安 佐和子(カリヤス サワコ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

8 女子57kg級 クラシック 植田 滋美(ウエダ シゲミ) MⅡ(50歳～59歳) スパインハウス

55 女子57kg級 クラシック 町田 美穂(マチダ ミホ) 一般 個人

97 女子57kg級 クラシック 傍田 彩也子(ソバタ サヤコ) 一般 スパインハウス

147 女子57kg級 クラシック 牛来 希(ゴライ ノゾミ) 一般 個人

74 女子63kg級 クラシック 藤原 真由美(フジワラ マユミ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

115 女子63kg級 クラシック 對馬 みつ美(ツシマ ミツミ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

132 女子63kg級 クラシック 比留間 マリエ(ヒルマ ) 一般 個人

11 女子63kg級 クラシック 杉山 千晴(スギヤマ チハル) 一般 ※オープン 個人（神奈川県）

157 女子84kg級 クラシック 徳武 恵美(トクタケ メグミ) MⅡ(50歳～59歳) TXP

131 女子84kg級 クラシック メルセデス・フェルナンデス MⅢ(60歳～69歳) ＴｅａｍＰｏｎｚｅ

82 女子57kg級 エクイップ 糸井 千都香(イトイ チヅカ) MⅠ(40歳～49歳) TXP

28 女子57kg級 エクイップ 加藤 幸枝(カトウ ユキエ) 一般 TXP

35 女子57kg級 エクイップ 柳沢 由紀子(ヤナギサワ ユキコ) 一般 ※オープン K's GYM横浜（神奈川県）

84 女子63kg級 エクイップ 林 和美(ハヤシ カズミ) MⅡ(50歳～59歳) パワーハウス

16 女子63kg級 エクイップ 津金 典子(ツガネ ノリコ) 一般 TXP

107 女子84kg超級 エクイップ 矢澤 晴子(ヤザワ ハルコ) 一般 ※オープン K's GYM横浜（神奈川県）



3グループ（Bコート）
男子53kg級、59kg級（11名）
検量9:00 試技開始11:00

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

65 男子53kg級 クラシック 田中 玲星(タナカ レオ) ジュニア(23歳以下） 個人

43 男子59kg級 クラシック 井内 英人(イノウチ エイト) 高校生 サンプレイ

125 男子59kg級 クラシック 山邊 慶太(ヤマベ ケイタ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

170 男子59kg級 クラシック 木下 裕司(キノシタ ユウジ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

99 男子59kg級 クラシック 輿石 幸紀(コシイシ ユキノリ)
MⅠ(40歳～49歳) ※

オープン
個人（山梨県）

70 男子59kg級 クラシック 仲田 憲二(ナカタ ケンジ) MⅡ(50歳～59歳) 立川泉クラブ

117 男子59kg級 クラシック 東 泰弘(ヒガシ ヤスヒロ)
MⅡ(50歳～59歳) ※

オープン
FITBULL（千葉県）

94 男子59kg級 クラシック 神田橋 萌人(カンダバシ トキト) ジュニア(23歳以下） スパインハウス

134 男子59kg級 クラシック 桑野 敬介(クワノ ケイスケ) 一般 個人

154 男子59kg級 クラシック 溝尾 元洋(ミゾオ モトヒロ) 一般 個人

47 男子59kg級 エクイップ 石渡 啓之(イシワタリ ヒロユキ) MⅢ(60歳～69歳) パワーハウス



4グループ（Bコート）
男子66kg級（17名）
検量9:00 試技開始は3グループの試技終了後

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

161 男子66kg級 クラシック 本多 慶太(ホンダ ケイタ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

50 男子66kg級 クラシック 中村 人哉(ナカムラ ヒトヤ) MⅢ(60歳～69歳) TXP

67 男子66kg級 クラシック 白川 裕二(シラカワ ユウジ) MⅢ(60歳～69歳) 立川泉クラブ

153 男子66kg級 クラシック 田中 勉(タナカ ツトム) MⅣ(70歳～79歳) チームミラクル

44 男子66kg級 クラシック 小西 健心(コニシ ケンシン) サブジュニア(18歳以下) パワーハウス

37 男子66kg級 クラシック 村井 俊介(ムライ シュンスケ) ジュニア(23歳以下） 個人

42 男子66kg級 クラシック 川上 虎己(カワカミ タイガ) ジュニア(23歳以下） 大谷塾

25 男子66kg級 クラシック 石田 宜央(イシダ ノリオ) 一般 大谷塾

30 男子66kg級 クラシック 福島 稔明(フクシマ トシアキ) 一般 チトフナパワークラブ

59 男子66kg級 クラシック 三森 翔平(ミモリ ショウヘイ) 一般 個人

111 男子66kg級 クラシック 水流 亮哉(ツル リョウヤ) 一般 個人

114 男子66kg級 クラシック 川島 達也(カワシマ タツヤ) 一般 個人

149 男子66kg級 クラシック 中村 真(ナカムラ マコト) 一般 TXP

169 男子66kg級 クラシック 三賀森 敦(ミカモリ アツシ) 一般 個人

172 男子66kg級 クラシック 鈴木 康太(スズキ コウタ) 一般 個人

40 男子66kg級 クラシック 久冨 直之(ヒサトミ ナオユキ) 一般 ※オープン
神奈川県警パワーリフティング部

（神奈川県）

9 男子66kg級 エクイップ 角田 正義(カクタ マサヨシ) MⅠ(40歳～49歳) チームミラクル



5グループ（Aコート）
マスターズ男子74kg級（20名）
検量11:15 試技開始13:15

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

61 男子74kg級 クラシック 岡田 栄一郎(オカダ エイイチロウ) MⅠ(40歳～49歳) チトフナパワークラブ

63 男子74kg級 クラシック 清田 勝行(キヨタ カツユキ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

68 男子74kg級 クラシック 織田 智也(オダ トモヤ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

110 男子74kg級 クラシック 小暮 和彦(コグレ カズヒコ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

23 男子74kg級 クラシック 木村 豊(キムラ ユタカ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

73 男子74kg級 クラシック 岸原 慎一(キシハラ シンイチ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

79 男子74kg級 クラシック 福岡 進(フクオカ ススム) MⅡ(50歳～59歳) 大谷塾

124 男子74kg級 クラシック 武藤 正行(ムトウ マサユキ) MⅡ(50歳～59歳) TXP

1 男子74kg級 クラシック 本保 良一(ホンポ リョウイチ)
MⅡ(50歳～59歳) ※

オープン
個人（千葉県）

129 男子74kg級 クラシック 西村 拓(ニシムラ タク)
MⅡ(50歳～59歳) ※

オープン
個人（神奈川県）

173 男子74kg級 クラシック 川畑 孝久(カワバタ タカヒサ) MⅢ(60歳～69歳) 大谷塾

17 男子74kg級 クラシック 本間 聡(ホンマ サトシ) MⅢ(60歳～69歳) スパインハウス

38 男子74kg級 クラシック 飯野 充(イイノ ミツル) MⅢ(60歳～69歳) チームミラクル

92 男子74kg級 クラシック 場集田 寿(バシュウタ ヒサシ) MⅢ(60歳～69歳) 個人

109 男子74kg級 クラシック ファラー・ジョセフ MⅢ(60歳～69歳) 個人

116 男子74kg級 クラシック 桃井 雄二(モモイ ユウジ) MⅢ(60歳～69歳) チームミラクル

77 男子74kg級 クラシック 塩入 義彦(シオイリ ヨシヒコ) MⅣ(70歳～79歳) 立川泉クラブ

167 男子74kg級 クラシック 三木 宣彦(ミキ ノブヒコ) MⅤ(80歳以上) チトフナパワークラブ

120 男子74kg級 エクイップ 桑原 勉(クワハラ ツトム) MⅡ(50歳～59歳) 大谷塾

158 男子74kg級 エクイップ 石田 耕作(イシダ コウサク) MⅢ(60歳～69歳) パワーハウス



6グループ（Aコート）
高校生・ジュニア・一般男子74kg級（18名）
検量11:15 試技開始は5グループの試技終了後

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

22 男子74kg級 クラシック 今泉 竜駆(イマイズミ リュウク) 高校生 個人

138 男子74kg級 クラシック 簗田 悟生(ヤナダ ゴウ) 高校生 トレーニングセンターサンプレイ

96 男子74kg級 クラシック 手塚 裕也(テヅカ ユウヤ) ジュニア(23歳以下） Looop肉体改造部

165 男子74kg級 クラシック 坂下 竜一(サカシタ リュウイチ) ジュニア(23歳以下） 大谷塾

7 男子74kg級 クラシック 宮代 峻(ミヤシロ シュン) 一般 個人

20 男子74kg級 クラシック 高橋 卓哉(タカハシ タクヤ) 一般 個人

21 男子74kg級 クラシック 桂田 智章(カツラダ トモアキ) 一般 個人

33 男子74kg級 クラシック 新谷 一将(シンタニ カズマサ) 一般 Looop肉体改造部

95 男子74kg級 クラシック 和田 龍吉(ワダ タツヨシ) 一般 個人

123 男子74kg級 クラシック 波多野 晋太郎(ハタノ シンタロウ) 一般 TXP

128 男子74kg級 クラシック 茎田 貴澄(クキタ タカスミ) 一般 パワーハウス

133 男子74kg級 クラシック 鷲見 翔平(ワシミ ショウヘイ) 一般 TXP 

127 男子74kg級 クラシック 村山 正晃(ムラヤマ マサアキ) 一般 ※オープン
THEZENCLUBK&BGYM（宮城

県）

26 男子74kg級 エクイップ 田本 廉(タモト レン)
ジュニア(23歳以下） ※

オープン
K's GYM横浜（神奈川県）

142 男子74kg級 エクイップ 楠目 海人(クスメ カイト)
ジュニア(23歳以下） ※

オープン
関東学連（神奈川）

3 男子74kg級 エクイップ 吉田 幸隆(ヨシダ ユキタカ) 一般 トレーニングセンター サンプレイ

48 男子74kg級 エクイップ 古屋 俊守(フルヤ トシモリ) 一般 個人

76 男子74kg級 エクイップ 石田 吉央(イシダ ヨシオ) 一般 大谷塾



7グループ（Bコート）
マスターズ男子83kg級（20名）
検量11:15 試技開始13:15

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

15 男子83kg級 クラシック 中村 直樹(ナカムラ ナオキ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

36 男子83kg級 クラシック 濵本 久平(ハマモト ヒサヨシ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

60 男子83kg級 クラシック 内山 渉(ウチヤマ ワタル) MⅠ(40歳～49歳) 大谷塾

81 男子83kg級 クラシック 野口 忠(ノグチ タダシ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

85 男子83kg級 クラシック 吉田 光行(ヨシダ ミツユキ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

100 男子83kg級 クラシック 古屋 雄一郎(フルヤ ユウイチロウ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

145 男子83kg級 クラシック 飯塚 隼弘(イイヅカ トシミツ) MⅠ(40歳～49歳) TXP

152 男子83kg級 クラシック 佐久間 崇裕(サクマ タカヒロ)
MⅠ(40歳～49歳) ※

オープン
仙台市体育館PC（宮城県）

90 男子83kg級 クラシック 牛島 敏裕(ウシジマ トシヒロ) MⅡ(50歳～59歳) パワーハウス

137 男子83kg級 クラシック 田村 覚(タムラ サトル) MⅡ(50歳～59歳) TXP 

155 男子83kg級 クラシック 林 豊(ハヤシ ユタカ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

162 男子83kg級 クラシック 菊谷 郁夫(キクヤ イクオ) MⅡ(50歳～59歳) パワーハウス

171 男子83kg級 クラシック 西條 準(サイジョウ ジュン) MⅡ(50歳～59歳) 個人

80 男子83kg級 クラシック 山根 淳(ヤマネ ジュン)
MⅡ(50歳～59歳) ※

オープン
個人（神奈川県）

10 男子83kg級 クラシック 酒井 知隆(サカイ トモタカ) MⅢ(60歳～69歳) ノーリミッツ

93 男子83kg級 クラシック 大谷 進(オオタニ ススム) MⅢ(60歳～69歳) 大谷塾

146 男子83kg級 エクイップ 飯島 修(イイジマ オサム) MⅢ(60歳～69歳) 大谷塾

159 男子83kg級 クラシック 辻 久雄(ツジ ヒサオ) MⅢ(60歳～69歳) 大谷塾

24 男子83kg級 クラシック 小作 力雄(コサク リキオ) MⅣ(70歳～79歳) パワーハウス

32 男子83kg級 エクイップ 今泉 春樹(イマイズミ ハルキ) MⅣ(70歳～79歳) 大谷塾



8グループ（Bコート）
ジュニア・マスターズⅤ・一般男子83kg級（19名）
検量11:15 試技開始は7グループの試技終了後

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

49 男子83kg級 クラシック 稲田 拓也(イナダ タクヤ) ジュニア(23歳以下） 個人

53 男子83kg級 クラシック 園村 壱誠(ソノムラ イッセイ) ジュニア(23歳以下） スパインハウス

98 男子83kg級 クラシック 瀬谷 有希(セヤ ユウキ) ジュニア(23歳以下） 個人

174 男子83kg級 クラシック 平野(ヒラノ) 己喜男(ミキオ) MⅤ(80歳～89歳) 個人

2 男子83kg級 クラシック 藤田 昌輝(フジタ マサキ) 一般 個人

4 男子83kg級 クラシック 屋良 一紀(ヤラ イツキ) 一般 個人

14 男子83kg級 クラシック 米谷 健司(ヨネタニ ケンジ) 一般 TXP

34 男子83kg級 クラシック 橘 嘉宏(タチバナ ヨシヒロ) 一般 スパインハウス

41 男子83kg級 クラシック 山村 清展(ヤマムラ キヨノブ) 一般 個人

54 男子83kg級 クラシック 渡邊 勝也(ワタナベ マサヤ) 一般 TXP

71 男子83kg級 クラシック 藤原 正太(フジワラ ショウタ) 一般 個人

88 男子83kg級 クラシック 八幡 智久(ヤハタ トモヒサ) 一般 個人

105 男子83kg級 クラシック 福田 隆允(フクダ タカマサ) 一般 個人

141 男子83kg級 クラシック 白畑 敬(シラハタ ケイ) 一般 個人

156 男子83kg級 クラシック 濱田 裕介(ハマダ ユウスケ) 一般 個人

103 男子83kg級 クラシック 高瀬 高広(タカセ タカヒロ) 一般 ※オープン マッスルジム前橋（群馬県）

143 男子83kg級 クラシック 永井 和貴(ナガイ カズキ) 一般 ※オープン マッスルジム前橋（群馬県）

113 男子83kg級 エクイップ 野原 翔太(ノハラ ショウタ)
サブジュニア(18歳以下) 

※オープン
厚木商業高校（神奈川）

31 男子83kg級 エクイップ 八須 拳太郎(ハチス ケンタロウ) 一般 TXP



9グループ（Aコート）
マスターズ男子93kg級（11名）
検量14:00 試技開始16:00

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

39 男子93kg級 クラシック 原田 純一(ハラダ ジュンイチ) MⅠ(40歳～49歳) 立川泉クラブ

64 男子93kg級 クラシック 石丸 雄一郎(イシマル ユウイチロウ) MⅠ(40歳～49歳) TXP

118 男子93kg級 クラシック 松原 仁紀(マツバラ ヒトキ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

135 男子93kg級 クラシック 小関 元(オセキ ハジメ) MⅠ(40歳～49歳) サンプレイ

139 男子93kg級 クラシック 佐々木 陽一(ササキ ヨウイチ) MⅠ(40歳～49歳) 個人

151 男子93kg級 クラシック 池袋 敏博(イケブクロ トシヒロ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

45 男子93kg級 クラシック 羽田野 正(ハタノ タダシ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

52 男子93kg級 クラシック 笠原 正樹(カサハラ マサキ) MⅡ(50歳～59歳) チームミラクル

104 男子93kg級 クラシック 藤原 栄三(フジワラ エイゾウ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

89 男子93kg級 クラシック 和田 哲也(ワダ テツヤ) MⅢ(60歳～69歳) 個人

6 男子93kg級 クラシック 立野 正勝(タテノ マサカツ) MⅣ(70歳～79歳) ＴｅａｍＰｏｎｚｅ



10グループ（Aコート）
一般男子105kg級、一般男子120kg級、120kg超級（11名）
検量14:00 試技開始は9グループの試技終了後

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

18 男子105kg級 クラシック 池澤 孝泰(イケザワ タカヤス) 一般 TXP

46 男子105kg級 クラシック 山田 洋平(ヤマダ ヨウヘイ) 一般 スパインハウス

51 男子105kg級 クラシック 高本 樹(タカモト タツキ) 一般 TXP

56 男子105kg級 クラシック 堀口 耀介(ホリグチ ヨウスケ) 一般 TXP

91 男子105kg級 クラシック 信田 泰宏(シダ ヤスヒロ) 一般 個人

108 男子105kg級 クラシック 佐藤 嘉彦(サトウ ヨシヒコ) 一般 個人

119 男子105kg級 クラシック 横田 達郎(ヨコタ タツロウ) 一般 個人

130 男子105kg級 クラシック 平田 優亮(ヒラタ ユウスケ) 一般 TXP

101 男子120kg級 クラシック 日垣 宏章(ヒガキ ヒロアキ) 一般 個人

126 男子120kg級 クラシック 赤坂 大将(アカサカ ダイスケ) 一般 立川トレーニングセンター

106
男子120kg超

級
クラシック 日沼 公(ヒヌマ アキラ) 一般 個人



11グループ（Bコート）
ジュニア・一般男子93kg級、マスターズ男子105kg級（17名）
検量14:00 試技開始16:00

Lot No 階級 C/E 氏名 区分 所属

12 男子93kg級 クラシック 西村 将汰(ニシムラ ショウタ) 一般 個人

29 男子93kg級 クラシック 根岸 良樹(ネギシ ヨシキ) 一般 TXP

57 男子93kg級 クラシック 多胡 新太郎(タゴ シンタロウ) 一般 個人

86 男子93kg級 クラシック 大貫 賢二(オオヌキ ケンジ) 一般 パワーハウス

140 男子93kg級 クラシック 小尾 晋太郎(オビ シンタロウ) 一般 個人

163 男子93kg級 クラシック 長谷川 涼(ハセガワ リョウ) 一般 TXP

27 男子93kg級 クラシック 永田 尋信(ナガタ ヒロノブ) 一般 ※オープン 個人（千葉県）

78 男子93kg級 クラシック 荒川 猛博(アラカワ タケヒロ) 一般 ※オープン 個人（茨城県）

87 男子93kg級 クラシック 中村 信憲(ナカムラ ノブカズ) 一般 ※オープン 個人（埼玉県）

136 男子93kg級 クラシック 景井 勇斗(カゲイ ハヤト) 一般 ※オープン CLUBポイズン（千葉県）

5 男子105kg級 クラシック 松沼 光紀(マツヌマ ミツノリ) MⅠ(40歳～49歳) TXP

144 男子105kg級 クラシック 北村 伸宏(キタムラ ノブヒロ) MⅠ(40歳～49歳) スパインハウス

69 男子105kg級 クラシック 沖田 真介(オキタ シンスケ) MⅡ(50歳～59歳) 個人

168 男子105kg級 クラシック 舘岡 秀樹(タテオカ ヒデキ) MⅡ(50歳～59歳) TXP

102 男子105kg級 エクイップ 松原 宏樹(マツバラ ヒロキ) MⅠ(40歳～49歳) パワーハウス

148 男子105kg級 エクイップ 高山 和澄(タカヤマ カズミ) MⅠ(40歳～49歳) TXP

150 男子105kg級 エクイップ 首代 敬次郎(シュダイ ケイジロウ) MⅡ(50歳～59歳) TXP


