
第2セッション（Ｃ、D、Eグループ合計37名）

検量13：15　試技開始15：15　試技終了17：15予定
Cグループ
No. 区分 C/E 階級 名前 フリガナ 西暦 CY 所属 登録 備考

28 一般 クラシック 女子47kg級 川上 茉佑 カワカミ マユ 1995 26 個人 東京都

29 一般 クラシック 女子47kg級 加納 誉緒子 カノウ ヨオコ 1988 33 スパインハウス 東京都

30 ジュニア クラシック 女子52kg級 高橋 杏佳 タカハシ キョウカ 2000 21 個人 東京都

31 M2 クラシック 女子57kg級 安藤 久子 アンドウ ヒサコ 1965 56 StrengthGym TokyoBay 千葉県 他県オープン参加

32 一般 クラシック 女子57kg級 土屋 瑠美 ツチヤ ルミ 1991 30 個人 神奈川県 他県オープン参加

33 M1 クラシック 女子57kg級 今村 聖子 イマムラ セイコ 1976 45 スパインハウス 東京都

34 一般 クラシック 女子63kg級 辻本 香緒里 ツジモト カオリ 1986 35 個人 東京都

35 一般 クラシック 女子63kg級 Hood Sherri フッド シェアリ 1985 36 スパインハウス 東京都

36 一般 クラシック 女子69㎏級 津金 典子 ツガネ ノリコ 1971 50 TXP 東京都

37 一般 クラシック 女子76kg級 田島 瞳 タジマ ヒトミ 1982 39 個人 埼玉県 他県オープン参加

38 M1 エクイップ 女子57kg級 岩井 知子 イワイ トモコ 1975 46 スパインハウス 東京都

39 一般 エクイップ 女子57kg級 加藤 幸枝 カトウ ユキエ 1974 47 TXP 東京都

40 M2 エクイップ 女子76kg級 徳武 恵美 トクタケ メグミ 1964 57 TXP 東京都

Dグループ
No. 区分 C/E 階級 名前 フリガナ 西暦 CY 所属 登録 備考

41 一般 クラシック 男子59kg級 田中 玲星 タナカ レオ 1998 23 StrengthGym TokyoBay 千葉県 他県オープン参加

42 一般 クラシック 男子66kg級 久米 崇也 クメ タカヤ 1991 30 個人 神奈川県 他県オープン参加

43 一般 クラシック 男子66kg級 本堂 正達 ホンドウ マサタツ 1995 26 個人 北海道 他県オープン参加

44 高校生 クラシック 男子66kg級 山中 涼平 ヤマナカ リョウヘイ 2003 18 東京成徳大学深谷高等学校 埼玉県 他県オープン参加

45 M1 クラシック 男子74kg級 小島 敏克 コジマ トシカツ 1981 40 横濱ベンチラバーズ 神奈川県 他県オープン参加

46 一般 クラシック 男子74kg級 飛田 渉 トビタ ワタル 1999 22 個人 茨城 他県オープン参加

47 M2 クラシック 男子74kg級 本保 良一 ホンポ リョウイチ 1965 56 個人 千葉県 他県オープン参加

48 一般 クラシック 男子74kg級 川島 達也 カワシマ タツヤ 1993 28 StrengthGym TokyoBay 千葉県 他県オープン参加

49 一般 クラシック 男子74kg級 金城 広也 キンジョウ コウヤ 1988 33 個人 神奈川 他県オープン参加

Eグループ
No. 区分 C/E 階級 名前 フリガナ 西暦 CY 所属 登録 備考

50 一般 クラシック 男子83kg級 平井 優舟 ヒライ マサノリ 1991 30 個人 神奈川県 他県オープン参加

51 一般 クラシック 男子83kg級 吉田 怜司 ヨシダ レイジ 1988 33 国際塾 神奈川県 他県オープン参加

52 一般 クラシック 男子83kg級 丹羽 由起 ニワ ヨシキ 1987 34 BTC 愛知県 他県オープン参加

53 高校生 クラシック 男子83kg級 諏訪 椋飛 スワ ケイト 2003 18 個人 静岡県 他県オープン参加

54 一般 クラシック 男子93kg級 高橋 真一郎 タカハシ シンイチロウ 1979 42 StrengthGym TokyoBay 千葉県 他県オープン参加

55 M2 クラシック 男子74kg級 上村 数明 カミムラ カズアキ 1968 53 個人 東京都

56 M2 クラシック 男子74kg級 野口 雄司 ノグチ タケシ 1971 50 個人 東京都

57 M2 クラシック 男子83kg級 岸原 慎一 キシハラ シンイチ 1969 52 個人 東京都

58 M2 クラシック 男子93kg級 早川 剛史 ハヤカワ タケシ 1970 51 スパインハウス 東京都

59 M2 クラシック 男子93kg級 鈴木 厚伸 スズキ アツノブ 1968 53 個人 東京都

60 M2 クラシック 男子105kg級 荒木 裕重 アラキ ヒロシゲ 1964 57 湘南BP 神奈川県 他県オープン参加

61 M2 クラシック 男子105kg級 松沼 光紀 マツヌマ ミツノリ 1971 50 TXP 東京都

62 M2 エクイップ 男子105kg級 鷹取 誠 タカトリ マコト 1962 59 YPTG 神奈川 他県オープン参加

63 M2 クラシック 男子120kg超級 鈴木 勝也 スズキ カツヤ 1963 58 個人 神奈川県 他県オープン参加

64 M5 クラシック 男子83kg級 三木 宜彦 ミキ ノブヒコ 1939 82 砧パワークラブ 東京都

第3セッション（F、Gグループ合計26名）

検量15：30　試技開始17：30　試技終了19:00予定
Fグループ
No. 区分 C/E 階級 名前 フリガナ 西暦 CY 所属 登録 備考

65 M1 クラシック 男子66kg級 市倉 正和 イチクラ マサカズ 1977 44 個人 東京都

66 M1 クラシック 男子66kg級 金子 敦生 カネコ アツオ 1978 43 スパインハウス 東京都

67 M1 クラシック 男子74kg級 重松 毅 シゲマツ タケシ 1981 40 個人 東京都

68 M1 クラシック 男子74kg級 川上 統 カワカミ オサム 1973 48 個人 東京都

69 M1 クラシック 男子83kg級 吉村 護 ヨシムラ マモル 1980 41 個人 東京都

70 M1 クラシック 男子83kg級 塩谷 直之 シオヤ ナオユキ 1979 42 パワーフィットスタジオZERO 東京都

71 M1 クラシック 男子93kg級 渡邉 規和 ワタナベ ノリカズ 1976 45 TXP 東京都

72 M1 クラシック 男子93kg級 宮本 敏幸 ミヤモト トシユキ 1976 45 個人 東京都

73 M1 クラシック 男子93kg級 山田 洋平 ヤマダ ヨウヘイ 1978 43 スパインハウス 東京都

74 M1 クラシック 男子93kg級 富岡 努 トミオカ ツトム 1980 41 STH 東京都

75 M1 クラシック 男子93kg級 高島 広太郎 タカシマ コウタロウ 1977 44 個人 東京都

76 M1 エクイップ 男子120kg超級 大坊 健 ダイボウ ツヨシ 1976 45 TXP 東京都

Gグループ
No. 区分 C/E 階級 名前 フリガナ CY 所属 登録 備考

77 ジュニア クラシック 男子66kg級 神田橋 萌人 カンダバシ トキト 2000 21 スパインハウス 東京都

78 一般 クラシック 男子59kg級 小河原 隆 オガワラ タカシ 1981 40 砧パワークラブ 東京都

79 一般 クラシック 男子66kg級 新谷 一将 シンタニ カズマサ 1988 33 個人 東京都

80 一般 クラシック 男子74kg級 瀬谷 有希 セヤ ユウキ 1996 25 個人 東京都

81 一般 クラシック 男子74kg級 坂下 竜一 サカシタ リュウイチ 1999 22 ノーリミッツ 東京都

82 一般 クラシック 男子74kg級 山村 喜代将 ヤマムラ キヨマサ 1991 30 STH 東京都

83 一般 クラシック 男子83kg級 義田 大峰 ヨシダ ヒロタカ 1988 33 パワーフィットスタジオZERO 東京都

84 一般 クラシック 男子83kg級 越川 裕太 コシカワ ユウタ 1994 27 パワーフィットスタジオZERO 東京都

85 一般 クラシック 男子83kg級 八木 有輝 ヤギ ユウキ 1985 36 スパインハウス 東京都

86 一般 クラシック 男子83kg級 石脇 匠 イシワキ タクミ 1990 31 個人 東京都

87 一般 クラシック 男子83kg級 町田 慶太 マチダ ケイタ 1986 35 スパインハウス 東京都

88 一般 クラシック 男子93kg級 高本 樹 タカモト タツキ 1993 28 TXP 東京都

89 一般 クラシック 男子93kg級 斉藤 恭佑 サイトウ キョウスケ 1995 26 個人 東京都

90 一般 クラシック 男子93kg級 及川 傑 オイカワ スグル 1994 27 個人 東京都
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