
7月18日（日）
2コート第1セッション（E、Fグループ合計22名）
検量8：00　試技開始10：00　　試技終了13：30　予定
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（ノーギア）女子47kg級 蔦木 りな ツタキ リナ 1996 25 個人 東京都

51 一般 クラシック（ノーギア）女子52kg級 植村 茉由 ウエムラ マユ 1997 24 GRANDIR 山梨県 他県オープン参加

52 一般 クラシック（ノーギア）女子52kg級 長谷川 春奈 ハセガワ ハルナ 1989 32 ノーリミッツ 東京都

53 ジュニア クラシック（ノーギア）女子57kg級 三橋 真奈 ミツハシ マナ 1999 22 ハマースポーツジム 埼玉県 他県オープン参加

54 M1 クラシック（ノーギア）女子57kg級 岡村 真帆 オカムラ マナホ 1979 42 TXP 東京都

55 一般 クラシック（ノーギア）女子57kg級 榊原 裕美子 サカキバラ ユミコ 1984 37 ノーリミッツ 東京都

56 一般 クラシック（ノーギア）女子63kg級 宮川 祐美 ミヤガワ ユミ 1981 40 個人 東京都

57 一般 クラシック（ノーギア）女子69㎏級 比留間 マリエ ヒルマ マリエ 1986 35 個人 東京都

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

58 M1 クラシック（ノーギア）男子59kg級 木下 裕司 キノシタ ユウジ 1979 42 スパインハウス 東京都

59 M1 クラシック（ノーギア）男子74kg級 吉田 侍史 ヨシダ ヒトシ 1976 45 個人 東京都

60 M1 クラシック（ノーギア）男子83kg級 青山 有理 アオヤマ ユウリ 1977 44 個人 神奈川県 他県オープン参加

61 M1 クラシック（ノーギア）男子83kg級 大石 圭太朗 オオイシ ケイタロウ 1981 40 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 神奈川 他県オープン参加

62 M1 クラシック（ノーギア）男子93kg級 高瀬 高広 タカセ タカヒロ 1980 41 個人 東京都

63 M1 クラシック（ノーギア）男子93kg級 尾崎 将史 オザキ マサシ 1979 42 個人 東京都

64 M1 クラシック（ノーギア）男子105kg級 吉田 武史 ヨシダ タケシ 1972 49 個人 東京都

65 M2 クラシック（ノーギア）男子59kg級 村上 和彦 ムラカミ カズヒコ 1965 56 個人 東京都

66 M2 クラシック（ノーギア）男子66kg級 宮池 隆 ミヤイケ タカシ 1969 52 個人 東京都

67 M2 クラシック（ノーギア）男子74kg級 天貝 裕之 アマガイ ヒロユキ 1964 57 TXP 東京都

68 M2 クラシック（ノーギア）男子83kg級 松原 仁紀 マツバラ ヒトキ 1970 51 パワーハウス 東京都

69 M2 クラシック（ノーギア）男子105kg級 永野 司 ナガノ ツカサ 1966 55 個人 千葉県 他県オープン参加

70 M4 クラシック（ノーギア）男子66kg級 小林 芳雄 コバヤシ ヨシオ 1942 79 個人 東京都

2コート第2セッション（G、H、Iグループ合計29名）
検量11：45　試技開始13：45　　試技終了18：30　予定
G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

71 ジュニア クラシック（ノーギア）男子59kg級 上野 秀樹 ウエノ ヒデキ 2000 21 個人 神奈川県 他県オープン参加

72 一般 クラシック（ノーギア）男子66kg級 溝井 大斗 ミゾイ ヒロト 1994 27 個人 埼玉県 他県オープン参加

73 一般 クラシック（ノーギア）男子66kg級 西谷 元希 ニシタニ ゲンキ 1992 29 個人 神奈川県 他県オープン参加

74 一般 クラシック（ノーギア）男子66kg級 佐竹 優典 サタケ ユウスケ 1996 25 TXP 東京都

75 一般 クラシック（ノーギア）男子66kg級 沼田 剛毅 ヌマタ ゴウキ 1991 30 個人 東京都

76 一般 クラシック（ノーギア）男子66kg級 山本 源 ヤマモト ゲン 1991 30 個人 東京都

77 一般 クラシック（ノーギア）男子74kg級 新井野 浩司 ニイノ コウジ 1988 33 個人 東京都

78 一般 クラシック（ノーギア）男子74kg級 松本 佑史 マツモト ユウシ 1983 38 霞ヶ関筋トレ部 東京都

79 一般 クラシック（ノーギア）男子74kg級 浅岡 嵩博 アサオカ タカヒロ 1986 35 霞が関筋トレ部 東京都

80 一般 クラシック（ノーギア）男子74kg級 柴田 耕羊 シバタ コウヨウ 1991 30 霞ヶ関筋トレ部 東京都

81 一般 クラシック（ノーギア）男子74kg級 三永 隼人 ミツナガ ハヤト 1996 25 TXP 東京都

H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

82 ジュニア クラシック（ノーギア）男子83kg級 小野寺 正樹 オノデラ マサキ 1999 22 個人 東京都

83 ジュニア クラシック（ノーギア）男子83kg級 高木 雄太 タカギ ユウタ 1998 23 ノーリミッツ 東京都

84 一般 クラシック（ノーギア）男子83kg級 重光 康之 シゲミツ ヤスユキ 1983 38 パワーリフティングジム ZEAL 千葉県 他県オープン参加

85 一般 クラシック（ノーギア）男子83kg級 永井 肇 ナガイ ハジメ 1984 37 パワーフィットスタジオZERO 東京都

86 一般 クラシック（ノーギア）男子83kg級 瓜生 卓 ウリュウ タク 1991 30 スパインハウス 東京都

87 一般 クラシック（ノーギア）男子83kg級 高橋 公一 タカハシ コウイチ 1984 37 個人 東京都

88 一般 クラシック（ノーギア）男子105kg級 加瀬 達也 カセ タツヤ 1993 28 個人 埼玉県 他県オープン参加

89 一般 クラシック（ノーギア）男子105kg級 岡本 和樹 オカモト カズキ 1997 24 ノーリミッツ 東京都

90 一般 クラシック（ノーギア）男子105kg級 軍司 和貴 グンジ カズタカ 1994 27 個人 東京都

I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

91 サブジュニア クラシック（ノーギア）男子93kg級 池田 響 イケダ ヒビキ 2003 18 個人 東京都

92 一般 クラシック（ノーギア）男子93kg級 久保 宏樹 クボ ヒロキ 1995 26 個人 千葉県 他県オープン参加

93 一般 クラシック（ノーギア）男子93kg級 中島 良介 ナカジマ リョウスケ 1989 32 個人 千葉県 他県オープン参加

94 一般 クラシック（ノーギア）男子93kg級 片岡 正行 カタオカ マサユキ 1992 29 個人 東京都

95 一般 クラシック（ノーギア）男子93kg級 石井 秀 イシイ シュウ 1992 29 トレーニングセンターサンプレイ 東京都

96 一般 クラシック（ノーギア）男子93kg級 相樂 翔 サガラ ショウ 1996 25 個人 東京都

97 ジュニア クラシック（ノーギア）男子120kg級 松尾 洋佑 マツオ ヨウスケ 1999 22 個人 神奈川県 他県オープン参加

98 一般 クラシック（ノーギア）男子120kg超級 中村 一希 ナカムラ カズキ 1990 31 TXP 東京都

99 一般 エクイップ（フルギア）男子83kg級 小早川 渉 コバヤカワ ワタル 1975 46 TXP 東京都

※下記スケジュールは状況に応じて変更になる可能性があります。その際はホームページにてご案内いたします。
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