
日程： 平成30年9月29日（土）
会場： 小平市体育館

午前

【　開会式　】 10：00

コート グループ カテゴリー・階級 人数 検量 試技開始

A 女子全員（13名） 8：45 10：45

B 男子59㎏級（10名） Aグループ終了次第 Aグループ終了次第

Ｃ 男子66㎏級（10名） 8：45 10：45

Ｄ Ｊｒ、マスターズ男子74㎏級（12名） Cグループ終了次第 Cグループ終了次第

A～Dグループ終了予定 14：30

午後

コート グループ カテゴリー・階級 人数 検量 試技開始

Ｅ 一般男子74㎏級（12名） 13：00 15:00

Ｆ MI男子83㎏級、Jr、MI、M2男子93㎏級（14名） Eグループ終了次第 Eグループ終了次第

Ｇ ジュニア、一般男子83㎏級（11名） 13：00 15:00

Ｈ 一般男子93㎏級、105㎏級～120㎏超級（14名） Gグループ終了次第 Gグループ終了次第

【　閉会式　】 19:30

終了予定 20:00

【その他注意点】
※ コスチュームチェック開始時間は、各セッション検量開始時間と同時にスタートいたします。
※ 今大会の検量は、セッションごと検量室前に掲示のロットナンバー順に行われます。
※ 上記スケジュールは現段階での予定です。状況に応じて変更される場合があります。

変更の際はホームページにてご案内いたします。
※ 表彰式は各グループの試技終了後にコート付近で行う予定です。
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2018東京都秋季パワーリフティング選手権大会エントリー&スケジュール
※大会会場には選手用の駐車スペースがございません。電車・バス等、公共交通機関をご利用ください。

Aグループ 女子全員（13名）
検量8:45　試技10:45　

体重

51 Jr. 女子43kg 川上　茉佑 ノーギア 23 個人

82 M2 女子47kg 三木 真紀 ノーギア 52 TXP

24 一般 女子47kg 浦川悠子 ノーギア 36 個人

38 一般 女子47kg 東海林 ゆい ノーギア 25 TXP

ＯＰ 83 Jr. 女子52kg　 生野友理子 ノーギア 21 神奈川県協会　横濱ベンチラバーズ

77 M2 女子52kg 田坂 朋子 ノーギア 52 Team Raws

34 一般 女子52kg 宮川　裕美子 ノーギア 34 ノーリミッツ

37 一般 女子52kg 堀切　俊江 ノーギア 51 スパインハウス

30 MⅢ 女子57kg 大寺 順子 ノーギア 67 立川トレーニングセンター

2 一般 女子57kg 中野　栞 ノーギア 26 ノーリミッツ

80 一般 女子57kg 柴山　夏英 ノーギア 34 Training-studio“Master Mind”

81 M2 女子63kg 糸井　慈 ノーギア 53 Training-studio Muster Mind

45 一般 女子63kg 石曽根 直子 ノーギア 31 個人

Bグループ 男子59㎏級（10名）

検量Aグループ終了後　　試技Aグループ終了後

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

90 Jr. 男子59kg 池田　健太郎 ノーギア 22 個人

10 M1 男子59kg 鈴木　研太郎 ノーギア 43 スパインハウス

70 M1 男子59kg 飯高　継之 ノーギア 41 スパインハウス

59 M1 男子59kg 輿石 幸紀 ノーギア 44 個人

75 M2 男子59kg 村上　和彦 ノーギア 53 個人

63 M3 男子59kg 川上　京司 ノーギア 68 個人

53 一般 男子59kg 木下　裕司 ノーギア 39 スパインハウス

36 一般 男子59kg 佐藤 佑太 ノーギア 25 個人

ＯＰ 88 一般 男子59kg 小巻 健太朗 ノーギア 30 千葉県　ゴールドジム成田千葉

56 高校 男子59kg 坂本 陽太 ノーギア 16 立川トレーニングセンター

Cグループ 男子66㎏級（10名）

検量8:45　試技10:45　

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

69 M3 男子66kg 飯野　充 ノーギア 64 チームミラクル

58 M3 男子66kg 白川 裕二 ノーギア 67 立川泉クラブ

50 一般 男子66kg 桂田　智章 ノーギア 43 個人

67 一般 男子66kg 柴崎　亮太郎 ノーギア 29 個人

93 一般 男子66kg 藤田　悠介 ノーギア 26 ノーリミッツ

85 一般 男子66kg 木村　琢磨 ノーギア 34 個人

17 一般 男子66kg 嵐 裕文 ノーギア 29 個人

62 一般 男子66kg クロウ ジョン ノーギア 34 TXP

94 一般 男子66kg 大和 弘明 ノーギア 28 TXP

7 一般 男子66kg 上田　孝道 ノーギア 25 個人

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属



Dグループ ジュニア・マスターズ男子74㎏級（12名）

検量Cグループ終了後　　試技Cグループ終了後

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

15 Jr. 男子74kg 川合　陸 ノーギア 20 ノーリミッツ

14 Jr. 男子74kg 鳴坂 俊希 ノーギア 19 TXP

44 Jr. 男子74kg 成塚 和樹 ノーギア 22 個人

25 M1 男子74kg 飯野　剛司 ノーギア 44 ノーリミッツ

43 M1 男子74kg 浅野　陽平 ノーギア 40 スパインハウス

61 M1 男子74kg 内山 渉 ノーギア 44 大谷塾

ＯＰ 9 M2 男子74kg 石塚 克宏 ノーギア 53 千葉県協会　TEAM  I-CHIBA-N

65 M2 男子74kg 成澤 真一 ノーギア 53 個人

28 M2 男子74kg 大島　秀平 ノーギア 54 Team Raws

74 M3 男子74kg 場集田　寿 ノーギア 61 個人

4 M2 男子83kg 林　豊 ノーギア 50 個人

52 M3 男子83kg 山田 幸博 ノーギア 60 パワーハウス

Eグループ 一般男子74㎏級（12名）

検量13:00　試技15:00

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

13 一般 男子74kg 平塚　裕一 ノーギア 37 チームミラクル

55 一般 男子74kg 古屋　俊守 ノーギア 37 個人

79 一般 男子74kg 水尻　真人 ノーギア 27 個人

39 一般 男子74kg 奧村　泰武 ノーギア 35 Team Raws

46 一般 男子74kg 山田　翔平 ノーギア 27 個人

12 一般 男子74kg 根岸 良樹 ノーギア 31 TXP

31 一般 男子74kg 八子 太輔 ノーギア 28 TXP

48 一般 男子74kg 朴 東成 ノーギア 38 TXP

27 一般 男子74kg 戸田 和広 ノーギア 39 TXP

87 一般 男子74kg 辻本 新 ノーギア 24 TXP

49 一般 男子74kg 竹島　元 ノーギア 28 個人

21 一般 男子74kg 西郷 陽昶 ノーギア 33 個人

Fグループ MI男子83㎏級、ジュニア、MI、M2男子93㎏級（14名）

検量Eグループ終了後　　試技Eグループ終了後

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

71 M1 男子83kg 藤川 賢治 ノーギア 48 西東京パワー倶樂部

96 M1 男子83kg 南波 航一郎 ノーギア 43 立川トレーニングセンター

40 M1 男子83kg 松原 仁紀 ノーギア 47 パワーハウス

11 M1 男子83kg 宮島 哲夫 ノーギア 46 パワーハウス

8 Jr. 男子93kg 深井 智大 ノーギア 21 TXP

41 M1 男子93kg 今井　康裕 ノーギア 43 個人

60 M1 男子93kg 宮本　敏幸 ノーギア 42 個人

91 M1 男子93kg 渡邉 規和 ノーギア 42 TXP

29 M1 男子93kg 山田　洋平 ノーギア 40 スパインハウス

54 M1 男子93kg 吉山 真人 ノーギア 42 立川トレーニングセンター

ＯＰ 64 M1 男子93kg 神尾 明宏 ノーギア 48 千葉県　TEAM  I-CHIBA-N

68 M2 男子93kg 大高　太郎 ノーギア 50 個人

1 M2 男子93kg 羽田野　正 ノーギア 57 個人

89 M2 男子105kg 舘岡 秀樹 ノーギア 58 TXP



Gグループ ジュニア、一般男子83㎏級（11名）

検量_13:00　試技_15:00

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

78 Jr. 男子83kg 高杉拓哉 ノーギア 23 個人

84 Jr. 男子83kg 佐藤　亮太 ノーギア 21 ノーリミッツ

3 一般 男子83kg 岩田　迪彦 ノーギア 33 個人

66 一般 男子83kg 涌井　唯人 ノーギア 30 チームミラクル

47 一般 男子83kg 村越　寿夫 ノーギア 30 個人

ＯＰ 97 一般 男子83kg 矢木龍馬 ノーギア 21 沖縄県協会　POWER SPORT

18 一般 男子83kg 榊原　顕 ノーギア 35 ノーリミッツ

16 一般 男子83kg 高久 剛 ノーギア 30 TXP

19 一般 男子83kg 高野 剛 ノーギア 48 TXP

26 一般 男子83kg 野村　祐介 ノーギア 32 スパインハウス

92 一般 男子83kg 大寺 誠 ノーギア 38 立川トレーニングセンター

Hグループ 一般男子93㎏級、105㎏級、120㎏級、120㎏超級（14名）

検量:Gグループ終了後　　試技:Gグループ終了後

Lot No 区分 階級 氏名 F/N CY 所属

76 一般 男子93kg 坂口 一成 ノーギア 29 個人

73 一般 男子93kg 石坂 将宏 ノーギア 37 立川泉クラブ

5 一般 男子93kg 村山 康平 ノーギア 26 TXP

22 一般 男子93kg 根立 エリキ ベニシオ ノーギア 30 TXP

6 一般 男子93kg 石丸 雄一郎 ノーギア 41 TXP

42 一般 男子93kg 堀内 健司 フルギア 41 パワーハウス

33 一般 男子105kg 渡邊 大 ノーギア 39 TXP

72 一般 男子105kg 間嶋　秀伍 ノーギア 27 チトフナパワークラブ

95 一般 男子105kg 栗原　弘教 ノーギア 33 Training-studio“Master Mind”

20 一般 男子105kg 石井 秀 ノーギア 25 トレーニングセンターサンプレイ

86 一般 男子120kg 犬飼　陽生 ノーギア 38 ノーリミッツ

32 一般 男子120kg 山崎 大介 ノーギア 37 TXP

35 一般 男子120kg 石塚 峻太 ノーギア 24 TXP

23 一般 男子120kg超 黒川　明 ノーギア 40 ノーリミッツ


