
1グループ（Aコート）

女子全員（14名）

検量16：00　試技開始18：00

18 女子47kg級 一般 川上 茉佑 カワカミ マユ クラシック 24 東京都 個人

61 女子47kg級 一般 石田 梨沙 イシダ リサ クラシック 39 東京都 個人

56 女子52kg級 M1 小室 静 コムロ シズカ クラシック 44 東京都 チトフナパワークラブ

2 女子52kg級 M2 堀切 俊枝 ホリキリ トシエ クラシック 52 東京都 スパインハウス

64 女子52kg級 M2 三瀬 和代 ミセ カズヨ クラシック 52 東京都 個人

24 女子52kg級 一般 野村 知佳 ノムラ チカ クラシック 32 東京都 スパインハウス

54 女子57kg級 M1 今村 聖子 イマムラ セイコ クラシック 43 東京都 スパインハウス

79 女子57kg級 M1 岩井 知子 イワイ トモコ クラシック 44 東京都 スパインハウス

15 女子57kg級 M2 植田 滋美 ウエダ シゲミ クラシック 51 東京都 スパインハウス

70 女子57kg級 ジュニア 伊藤 桃夏 イトウ モモカ クラシック 22 東京都 チームミラクル

52 女子63kg級 一般 笹生 杏梨 サソウ アンリ クラシック 28 東京都 個人

20 女子72kg級 一般 溝口 久美 ミゾグチ クミ エクイップ 31 神奈川県 Y.C PowerBear

13 女子84kg級 M2 徳武 恵美 トクタケ メグミ エクイップ 55 東京都 TXP

58 女子84kg級 M3 クラシック 69 東京都 Team Ponze

2グループ（Aコート）

高校生＆ジュニア全階級、他県オープン男子全階級（16名）

検量16：00　　1グループの各種目終わりしだい試技開始

21 男子59kg級 高校生 井内 英人 イノウチ エイト クラシック 17 東京都 トレーニングセンター サンプレイ

46 男子83kg級 高校生 今泉 竜駆 イマイズミ リュウク クラシック 17 東京都 個人

42 男子59kg級 ジュニア 神田橋 萌人 カンダバシ トキト クラシック 19 東京都 スパインハウス

59 男子59kg級 ジュニア 田中 玲星 タナカ レオ クラシック 21 東京都 個人

73 男子59kg級 ジュニア 岸本 竜之介 キシモト リュウノスケ クラシック 23 東京都 個人

23 男子66kg級 ジュニア 村井 俊介 ムライ シュンスケ クラシック 23 東京都 個人

44 男子93kg級 ジュニア 園村 壱誠 ソノムラ イッセイ クラシック 22 東京都 スパインハウス

9 男子66kg級 ジュニア 川島 海 カワシマ カイ クラシック 22 宮城県 東北大学ボディビル部

68 男子93kg級 ジュニア 森田 隆輝 モリタ リュウキ クラシック 22 東北学連 東北大学ボディビル部

39 男子83kg級 M1 田村 恵介 タムラ ケイスケ クラシック 45 埼玉県 個人

76 男子83kg級 M1 佐久間 崇裕 サクマ タカヒロ クラシック 49 宮城県 仙台市体育館PC

3 男子93kg級 M1 花木 悟 ハナキ サトル クラシック 48 神奈川県 個人

14 男子74kg級 M4 照井 清 テルイ キヨシ エクイップ 78 神奈川県 個人

37 男子74kg級 一般 野村 晃史 ノムラ アキフミ クラシック 40 埼玉県 ストロングライン

47 男子83kg級 一般 平山 修次 ヒラヤマ シュウジ クラシック 27 神奈川県 個人

72 男子93kg級 一般 荒川 猛博 アラカワ タケヒロ クラシック 30 茨城県 個人

3グループ（Bコート）

マスターズ２（50歳以上～60歳未満）～マスターズ5（80歳以上）男子全階級（13名）

検量16：00　試技開始18：00

28 男子66kg級 M2 武藤 正行 ムトウ マサユキ クラシック 52 東京都 ＴＸＰ

43 男子74kg級 M2 岸原 慎一 キシハラ シンイチ クラシック 50 東京都 個人

81 男子74kg級 M2 幸田 有司 コウダ ユウジ クラシック 51 東京都 FREE WEIGHT GYM

12 男子83kg級 M2 田村 覚 タムラ サトル クラシック 50 東京都 TXP

57 男子83kg級 M2 澤野 裕一 サワノ ヒロカズ クラシック 52 東京都 FREE WEIGHT GYM

1 男子93kg級 M2 末長 泰志 スエナガ ヤスシ クラシック 54 東京都 個人

10 男子93kg級 M2 舘岡 秀樹 タテオカ ヒデキ クラシック 59 東京都 TXP

63 男子93kg級 M2 永井 岳彦 ナガイ タケヒコ エクイップ 52 東京都 立川トレーニングセンター

29 男子59kg級 M3 石渡 啓之 イシワタリ ヒロユキ クラシック 60 東京都 パワーハウス

31 男子74kg級 M3 本間 聡 ホンマ サトシ クラシック 63 東京都 スパインハウス

45 男子66kg級 M4 田中 勉 タナカ ツトム エクイップ 73 東京都 チームミラクル

38 男子93kg級 M4 石本 道雄 イシモト ミチオ クラシック 74 東京都 大谷塾

75 男子83kg級 M5 平野 己喜男 ヒラノ ミキオ クラシック 81 東京都 個人
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Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E



4グループ（Bコート）

マスターズ1（40歳以上～50歳未満）男子全階級（17名）

検量16：00　　3グループの各種目終わりしだい試技開始

5 男子59kg級 M1 栗本 祐介 クリモト ユウスケ クラシック 40 東京都 個人

32 男子59kg級 M1 山邊 慶太 ヤマベ ケイタ クラシック 40 東京都 個人

40 男子59kg級 M1 木下 裕司 キノシタ ユウジ クラシック 40 東京都 スパインハウス

6 男子66kg級 M1 本多 慶太 ホンダ ケイタ クラシック 45 東京都 スパインハウス

35 男子66kg級 M1 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ クラシック 50 東京都 個人

83 男子66kg級 M1 金子 敦生 カネコ アツオ クラシック 41 東京都 スパインハウス

25 男子74kg級 M1 齊藤 強 サイトウ ツヨシ クラシック 48 東京都 free weight gym

50 男子74kg級 M1 野口 雄司 ノグチ タケシ クラシック 48 東京都 個人

82 男子74kg級 M1 清田 勝行 キヨタ カツユキ クラシック 45 東京都 スパインハウス

4 男子83kg級 M1 古屋 雄一郎 フルヤ ユウイチロウ クラシック 49 東京都 個人

16 男子83kg級 M1 吉田 光行 ヨシダ ミツユキ クラシック 49 東京都 スパインハウス

48 男子83kg級 M1 中村 直樹 ナカムラ ナオキ クラシック 46 東京都 スパインハウス

36 男子93kg級 M1 山田 洋平 ヤマダ ヨウヘイ クラシック 41 東京都 スパインハウス

71 男子93kg級 M1 渡邉 規和 ワタナベ ノリカズ クラシック 43 東京都 TXP

77 男子93kg級 M1 勇 大介 イサミ ダイスケ クラシック 41 東京都 スパインハウス

60 男子105kg級 M1 松沼 光紀 マツヌマ ミツノリ クラシック 48 東京都 TXP

8 男子120kg級 M1 佐藤 俊幸 サトウ トシユキ クラシック 48 東京都 個人

5グループ（Aコート）

一般男子59㎏級、66㎏級、74㎏級（14名）

検量18：00　試技開始20：00

34 男子59kg級 一般 宮地 和芳 ミヤジ カズヨシ クラシック 37 東京都 個人

53 男子59kg級 一般 桑野 敬介 クワノ ケイスケ クラシック 33 東京都 個人

22 男子66kg級 一般 中村 真 ナカムラ マコト クラシック 29 東京都 TXP

62 男子66kg級 一般 古賀 翔太 コガ ショウタ クラシック 29 東京都 個人

85 男子66kg級 一般 福島 稔明 フクシマ トシアキ クラシック 38 東京都 チトフナパワークラブ

87 男子66kg級 一般 川島 達也 カワシマ タツヤ クラシック 26 東京都 個人

11 男子74kg級 一般 吉田 幸隆 ヨシダ ユキタカ エクイップ 31 東京都 トレーニングセンター サンプレイ

26 男子74kg級 一般 倉持 健 クラモチ ケン クラシック 33 東京都 マスターマインド

30 男子74kg級 一般 堀岡 佑樹 ホリオカ ユウキ クラシック 29 東京都 個人

41 男子74kg級 一般 桂田 智章 カツラダ トモアキ クラシック 44 東京都 個人

49 男子74kg級 一般 沖田 夏樹 オキタ ナツキ クラシック 34 東京都 TXP

51 男子74kg級 一般 作場 嶺 サクバ レイ クラシック 21 東京都 個人

65 男子74kg級 一般 山本 理人 ヤマモト リヒト クラシック 23 東京都 個人

86 男子74kg級 一般 宮代 峻 ミヤシロ シュン クラシック 24 東京都 個人

6グループ（Bコート）

一般男子83㎏級、93㎏級、105㎏級、120㎏超級（13名）

検量18：00　試技開始20：00

7 男子83kg級 一般 溝端 瞬也 ミゾバタ シュンヤ クラシック 30 東京都 個人

17 男子83kg級 一般 八幡 智久 ヤハタ トモヒサ クラシック 29 東京都 個人

33 男子83kg級 一般 富岡 努 トミオカ ツトム クラシック 39 東京都 個人

66 男子83kg級 一般 吉田 尚起 ヨシダ ナオキ クラシック 31 東京都 個人

67 男子83kg級 一般 山村 清展 ヤマムラ キヨノブ クラシック 29 東京都 個人

69 男子83kg級 一般 藤田 昌輝 フジタ マサキ クラシック 34 東京都 個人

74 男子83kg級 一般 西村 将汰 ニシムラ ショウタ クラシック 20 東京都 個人

80 男子83kg級 一般 福田 隆允 フクダ タカマサ クラシック 30 東京都 個人

84 男子83kg級 一般 尾嶋 裕 オジマ ユタカ クラシック 46 東京都 個人

55 男子93kg級 一般 小尾 晋太郎 オビ シンタロウ クラシック 27 東京都 個人

78 男子105kg級 一般 高本 樹 タカモト タツキ クラシック 26 東京都 TXP

19 男子105kg級 一般 渡邊 大 ワタナベ ダイ クラシック 40 東京都 TXP

27 男子120kg超級 一般 日沼 公 ヒヌマ アキラ クラシック 41 東京都 個人

C/E 年齢 所属県 所属

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢 所属県 所属

フリガナ C/E 年齢

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ

Lot No 階級 区分 氏名

21：00試合終了予定
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