
1グループ（Aコート）

高校女子47kg級、高校女子52㎏級、一般女子47㎏級、ジュニア＆マスターズ女子（13名）

検量7：00　試技開始9：00

12 女子47kg級 高校生 岸 楓 キシ カエデ クラシック 16 神奈川県 厚木商業高等学校

77 女子47kg級 ジュニア 田邉 智子 タナベ トモコ クラシック 22 神奈川県 Y.C power bear

43 女子47kg級 一般 小川 理恵 オガワ リエ クラシック 26 東京都 個人

62 女子47kg級 一般 浦川 悠子 ウラカワ ユウコ クラシック 37 東京都 個人

102 女子47kg級 一般 松井 恭子 マツイ キョウコ クラシック 38 東京都 個人

113 女子47kg級 高校生 鈴木 凜 スズキ リン クラシック 16 神奈川県 厚木商業高等学校

51 女子52kg級 M2 伊藤 浩子 イトウ ヒロコ クラシック 51 東京都 個人

25 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

131 女子57kg級 M2 糸井 慈 イトイ メグミ クラシック 54 東京都 Training-studio″Master Mind”

33 女子57kg級 ジュニア 菅谷 友美 スガヤ トモミ クラシック 20 東京都 ノーリミッツ

44 女子63kg級 M1 對馬 みつ美 ツシマ ミツミ クラシック 44 東京都 個人

50 女子63kg級 高校生 辻 美咲 ツジ ミサキ クラシック 16 神奈川県 厚木商業高等学校

100 女子72kg級 ジュニア 梶原 優花 カジワラ ユウカ クラシック 20 東京都 個人

2グループ（Aコート）

一般女子52㎏級・57㎏級・63㎏級（12名）

検量7：00　1グループの各種目終わりしだい試技開始

136 女子52kg級 一般 今井 幸代 イマイ サチヨ クラシック 26 東京都 ノーリミッツ

135 女子52kg級 一般 吉澤 和香奈 ヨシザワ ワカナ クラシック 32 東京都 パワーハウス

109 女子52kg級 一般 木村 美英 キムラ ミエ クラシック 30 東京都 個人

8 女子57kg級 一般 河野 祥子 コウノ サチコ クラシック 42 東京都 TXP

20 女子57kg級 一般 町田 美穂 マチダ ミホ クラシック 31 東京都 個人

42 女子57kg級 一般 瀬川 敦子 セガワ アツコ クラシック 34 東京都 個人

64 女子57kg級 一般 赤石沢 果織 アカイシザワ カオリ クラシック 36 東京都 個人

78 女子57kg級 一般 渡邊 瀬里奈 ワタナベ セリナ クラシック 25 東京都 個人

115 女子57kg級 一般 比留間 マリエ ヒルマ マリエ クラシック 33 東京都 個人

9 女子63kg級 一般 高原 怜子 タカハラ レイコ クラシック 34 東京都 個人

28 女子63kg級 一般 柴山 夏英 シバヤマ カエ クラシック 35 東京都 TXP

69 女子63kg級 一般 佐藤 由実 サトウ ユミ クラシック 34 東京都 個人

3グループ（Bコート）

【他県オープン参加】高校＆ジュニア男子53㎏級～93㎏級（13人）

検量7：00　試技開始9：00

130 男子53kg級 高校生 石井 丈翔 イシイ タケト クラシック 15 神奈川県 厚木商業高等学校

91 男子59kg級 高校生 吉村 斗渉 ヨシムラ トワ クラシック 16 神奈川県 厚木商業高等学校

5 男子59kg級 ジュニア 上野 秀樹 ウエノ ヒデキ クラシック 19 神奈川県 個人

61 男子66kg級 ジュニア 井上 悠成 イノウエ ユウセイ クラシック 23 神奈川県 個人

52 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

129 男子74kg級 高校生 橋本 皆人 ハシモト カイト クラシック 15 神奈川県 厚木商業高等学校

133 男子74kg級 ジュニア 小野寺 正樹 オノデラ マサキ クラシック 20 神奈川県 個人

7 男子83kg級 高校生 宍戸 大哉 シシド マサヤ クラシック 16 神奈川県 厚木商業高等学校

17 男子83kg級 ジュニア 松本 裕志 マツモト ユウジ クラシック 21 京都府 EXSTAGE

31 男子83kg級 ジュニア 要 将大 カナメ マサヒロ クラシック 23 神奈川県 個人

120 男子93kg級 ジュニア 田村 海駿 タムラ カイト クラシック 22 神奈川 個人

121 男子93kg級 ジュニア 石井 雄大 イシイ ユウダイ クラシック 22 神奈川県 個人

40 男子93kg級 ジュニア 照沼 直樹 テルヌマ ナオキ クラシック 22 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay

第74回東京都パワーリフティング選手権大会
（第51回東京都高校、第43回東京都マスターズパワーリフティング選手権大会）  

エントリー表

2019年9月29日（日）大会2日目　ゴールドジム東陽町スーパーセンター

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢 所属県 所属

年齢 所属県 所属

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E

所属県 所属



4グループ（Bコート）

【他県オープン参加】マスターズ＆一般男子全階級（13名）

検量7：00　　3グループの各種目終わりしだい試技開始

45 男子59kg級 M1 輿石 幸紀 コシイシ ユキノリ クラシック 45 山梨県 個人

90 男子59kg級 一般 榊原 理斗 サカキバラ マサト クラシック 25 神奈川県 ESQUATIR

95 男子59kg級 一般 竹花 真人 タケハナ マサト エクイップ 31 福島県 RED ZONE 福島

16 男子74kg級 一般 奥村 将司 オクムラ マサシ クラシック 29 愛知県 MBC POWER

53 男子74kg級 一般 甲斐 慎太郎 カイ シンタロウ クラシック 30 茨城県 個人

4 男子83kg級 一般 小林 守 コバヤシ マモル クラシック 33 神奈川県 個人

34 男子83kg級 一般 熊谷 和規 クマガイ カズキ クラシック 23 神奈川県 個人

80 男子83kg級 一般 篠崎 智哉 シノザキ トモヤ クラシック 25 栃木県 個人

108 男子83kg級 M1 青山 有理 アオヤマ ユウリ クラシック 42 神奈川県 個人

117 男子83kg級 一般 石渡 健児 イシワタ ケンジ クラシック 35 神奈川県 個人

118 男子83kg級 M2 小澤 正明 オザワ マサアキ クラシック 51 千葉県 Fit Bull

70 男子93kg級 一般 川上 高嶺 カワカミ タカネ クラシック 29 滋賀県 個人

101 男子105kg級 一般 加瀬 達也 カセ タツヤ クラシック 26 埼玉県 個人

5グループ（Aコート）

マスターズ＆ジュニア＆サブジュニア男子59㎏級・66㎏級、マスターズ3男子74kg級（14名）

検量11：30　試技開始13：30

86 男子59kg級 M3 川上 京司 カワカミ キョウジ クラシック 69 東京都 個人

55 男子59kg級 ジュニア 池田 健太郎 イケダ ケンタロウ クラシック 23 東京都 個人

54 男子66kg級 サブジュニア 小西 健心 コニシ ケンシン クラシック 16 東京都 パワーハウス

6 男子66kg級 ジュニア 富山 和郎 トミヤマ カズオ クラシック 21 東京都 早稲田大学

104 男子66kg級 ジュニア 三浦 一馬 ミウラ カズマ クラシック 23 東京都 個人

125 男子66kg級 ジュニア 濱砂 水喜 ハマスナ ミズキ クラシック 19 東京都 TXP

126 男子66kg級 ジュニア 川上 虎己 カワカミ タイガ クラシック 21 東京都 ノーリミッツ

68 男子66kg級 M1 石川 拓也 イシカワ タクヤ エクイップ 40 東京都 パワーハウス

122 男子66kg級 M1 別府 隆久 ベップ タカヒサ クラシック 45 東京都 ノーリミッツ

127 男子66kg級 M1 馬場 義徳 ババ ヨシノリ クラシック 44 東京都 TeamRaws

57 男子66kg級 M2 村上 和彦 ムラカミ カズヒコ クラシック 54 東京都 個人

2 男子66kg級 M3 中村 人哉 ナカムラ ヒトヤ クラシック 60 東京都 TXP

112 男子66kg級 M3 白川 裕二 シラカワ ユウジ クラシック 68 東京都 立川泉クラブ

92 男子74kg級 M3 場集田 寿 バシュウダ ヒサシ クラシック 62 東京都 個人

6グループ（Aコート）

一般男子66㎏級、ジュニア＆マスターズ男子74㎏級（14名）

検量11：30　　5グループの各種目終わりしだい試技開始

29 男子66kg級 一般 谷澤 直紀 タニザワ ナオキ クラシック 24 東京都 TXP

63 男子66kg級 一般 木村 琢磨 キムラ タクマ クラシック 35 東京都 個人

79 男子66kg級 一般 永井 慶彦 ナガイ ヨシヒコ クラシック 34 東京都 個人

85 男子66kg級 一般 松本 佑史 マツモト ユウシ クラシック 36 東京都 個人

132 男子66kg級 一般 高野 尚 タカノ ナオ クラシック 26 東京都 TXP

114 男子66kg級 一般 柴崎 亮太郎 シバサキ リョウタロウ クラシック 30 東京都 個人

49 男子74kg級 M2 小牧 雄史 コマキ ユウジ クラシック 51 東京都 パワーハウス

74 男子74kg級 M2 木村 豊 キムラ ユタカ クラシック 55 東京都 個人

14 男子74kg級 ジュニア 村井 一穂 ムライ カズホ クラシック 23 東京都 個人

84 男子74kg級 ジュニア 小野 泰貴 オノ タイキ クラシック 22 東京都 個人

59 男子74kg級 ジュニア 大塩 崚真 オオシオ リョウマ クラシック 21 東京都 個人

71 男子74kg級 ジュニア 坂下 竜一 サカシタ リュウイチ クラシック 20 東京都 大谷塾

72 男子74kg級 ジュニア 三永 隼人 ミツナガ ハヤト クラシック 23 東京都 TXP

106 男子74kg級 ジュニア 工藤 豪人 クドウ ヒデト クラシック 20 東京都 TXP

年齢 所属県 所属

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E

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



7グループ（Bコート）

一般男子74㎏級（14名）

検量11：30　試技開始13：30

3 男子74kg級 一般 柴田 耕羊 シバタ コウヨウ クラシック 28 東京都 個人

10 男子74kg級 一般 山田 翔平 ヤマダ ショウヘイ クラシック 28 東京都 西東京パワー倶樂部

27 男子74kg級 一般 萩田 應 ハギタ オウ クラシック 29 東京都 個人

37 男子74kg級 一般 古庄 宏行 フルショウ ヒロユキ クラシック 31 東京都 個人

47 男子74kg級 一般 辻本 新 ツジモト アラタ クラシック 25 東京都 TXP

56 男子74kg級 一般 大栄 卓磨 オオエ タクマ クラシック 25 東京都 TXP

66 男子74kg級 一般 出沼 優一 イデヌマ ユウイチ クラシック 26 東京都 TXP

81 男子74kg級 一般 渡邉 透 ワタナベ トオル クラシック 29 東京都 個人

83 男子74kg級 一般 榊原 顕 サカキバラ アキラ クラシック 36 東京都 ノーリミッツ

96 男子74kg級 一般 佐橋 遥大 サバシ ヨウダイ クラシック 26 東京都 ノーリミッツ

97 男子74kg級 一般 茶圓 将司 チャエン マサシ クラシック 25 東京都 個人

103 男子74kg級 一般 橋本 和謙 ハシモト カズノリ クラシック 35 東京都 個人

116 男子74kg級 一般 竹島 元 タケシマ ハジメ クラシック 29 東京都 個人

128 男子74kg級 一般 和田 龍吉 ワダ タツヨシ クラシック 36 東京都 個人

8グループ（Bコート）

マスターズ男子83㎏級（10名）

検量11：30　　7グループの各種目終わりしだい試技開始

38 男子83kg級 M2 小岩 善明 コイワ ヨシアキ クラシック 52 東京都 個人

41 男子83kg級 M1 藤川 賢治 フジカワ ケンジ クラシック 49 東京都 西東京パワー倶樂部

48 男子83kg級 M1 錦戸 久臣 ニシキド ヒサオミ クラシック 46 東京都 個人

58 男子83kg級 M1 松原 仁紀 マツバラ ヒトキ クラシック 49 東京都 パワーハウス

82 男子83kg級 M2 品川 秀樹 シナガワ ヒデキ エクイップ 55 東京都 ノーリミッツ

99 男子83kg級 M2 大高 太郎 オオタカ タロウ クラシック 51 東京都 個人

105 男子83kg級 M1 内山 渉 ウチヤマ ワタル クラシック 46 東京都 大谷塾

107 男子83kg級 M1 中根 伸悟 ナカネ シンゴ クラシック 46 東京都 西東京パワー倶楽部

110 男子83kg級 M2 大島 秀平 オオシマ シュウヘイ クラシック 55 東京都 Team Raws

124 男子83kg級 M1 濱本 久平 ハマモト ヒサヨシ クラシック 44 東京都 個人

9グループ（Aコート）

一般男子105㎏級・120㎏級・120㎏超級、ジュニア＆マスターズ男子105㎏級（11名）

検量16：00　試技開始18：00

65 男子105kg級 M1 吉田 武史 ヨシダ タケシ クラシック 47 東京都 個人

76 男子105kg級 M2 沖田 真介 オキタ シンスケ クラシック 50 東京都 個人

87 男子105kg級 ジュニア キム ミンウ キム ミンウ クラシック 20 東京都 個人

19 男子105kg級 一般 岡田 義次 オカダ ヨシツグ クラシック 34 東京都 TXP

26 男子105kg級 一般 横田 達郎 ヨコタ タツロウ クラシック 31 東京都 個人

134 男子105kg級 一般 須賀 祐次 スガ ユウジ クラシック 28 東京都 Offense Line

111 男子105kg級 一般 軍司 和貴 グンジ カズタカ クラシック 25 東京都 個人

21 男子120kg級 一般 石塚 峻太 イシヅカ シュンタ クラシック 25 東京都 TXP

23 男子120kg級 一般 岩波 吾猛 イワナミ トモタケ クラシック 39 東京都 個人

93 男子120kg級 一般 中村 一希 ナカムラ カズキ クラシック 29 東京都 TXP

39 男子120kg超級 一般 田中 顕弥 タナカ ケンヤ クラシック 28 東京都 個人

年齢 所属県 所属

所属

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ 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

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E



10グループ（Bコート）

一般男子83㎏級、ジュニア男子83㎏級（12名）

検量16：00　試技開始18：00

11 男子83kg級 ジュニア 石井 芳輝 イシイ ヨシキ クラシック 19 東京都 学習院大学

94 男子83kg級 ジュニア 川合 陸 カワイ リク クラシック 22 東京都 個人

13 男子83kg級 一般 野村 祐介 ノムラ ユウスケ クラシック 33 東京都 スパインハウス

15 男子83kg級 一般 小林 優仁 コバヤシ ユウジ クラシック 28 東京都 個人

18 男子83kg級 一般 根岸 良樹 ネギシ ヨシキ クラシック 32 東京都 TXP

24 男子83kg級 一般 八須 拳太郎 ハチス ケンタロウ クラシック 29 東京都 TXP

35 男子83kg級 一般 岩田 迪彦 イワタ ミチヒコ クラシック 34 東京都 個人

67 男子83kg級 一般 山本 祐喜 ヤマモト ユウキ クラシック 33 東京都 個人

73 男子83kg級 一般 中山 功稀 ナカヤマ コウキ クラシック 29 東京都 TXP

75 男子83kg級 一般 根立 エリキ ネダチ エリキ クラシック 32 東京都 TXP

89 男子83kg級 一般 永井 肇 ナガイ ハジメ クラシック 35 東京都 西東京パワー倶楽部

98 男子83kg級 一般 又吉 宏樹 マタヨシ ヒロキ クラシック 44 東京都 TXP

11グループ（Bコート）

一般男子93㎏級、ジュニア＆マスターズ男子93㎏級（10名）

検量16：00　　10グループの各種目終わりしだい試技開始

30 男子93kg級 M1 大岸 英樹 オオギシ ヒデキ クラシック 41 東京都 ノーリミッツ

32 男子93kg級 M1 早川 剛史 ハヤカワ タケシ クラシック 49 東京都 スパインハウス

36 男子93kg級 M1 宮本 敏幸 ミヤモト トシユキ クラシック 43 東京都 個人

88 男子93kg級 M1 吉山 真 ヨシヤマ マコト クラシック 43 東京都 立川トレーニングセンター

119 男子93kg級 M1 南波 航一郎 ナンバ コウイチロウ クラシック 44 東京都 立川トレーニングセンター

123 男子93kg級 M2 小西 裕司 コニシ ユウジ クラシック 54 東京都 パワーハウス

60 男子93kg級 ジュニア 細畑 幸佑 ホソハタ コウスケ クラシック 20 東京都 早稲田大学

1 男子93kg級 一般 大貫 賢二 オオヌキ ケンジ クラシック 37 東京都 パワーハウス

22 男子93kg級 一般 久住 慶多 クスミ ケイタ クラシック 32 東京都 個人

46 男子93kg級 一般 石井 秀 イシイ シュウ クラシック 27 東京都 トレーニングセンターサンプレイ

21：45試合終了予定

所属

所属県 所属

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢 所属県

Lot No 階級 区分 氏名 フリガナ C/E 年齢


