
近畿クラシックパワーリフティング選手権、出場の皆様へ。

今大会はご出場ありがとうございます。注意点がありますのでご一読ください。

受付・検量・コスチュームチェックについて

受付は行っておりません。検量室が二つあります。それぞれの検量室にメンバー表が張っ

てありますので、そちらにお並びください。メンバー表にも検量室のＡ／Ｂが書いてあり

ます。

コスチュームチェックは別ブースで検量開始３０分前から行っておりますので、コスチュ

ームチェックをお願いします。

検量はゼッケン番号順に行います。その時に第一試技の重量を聞きます。スタート重量を

決めておいてください。

それとスクワットのラックの高さ、ベンチ台のラックの高さとセーフティバーの高さを聞

きますのでそれも準備をしてください。

決めかねない場合は、本部席にかごを用意していますので、そこで高さを書いた紙を提出

してください。

変更は試技開始３分前まで、それぞれの競技１回ずつ認められます。

第１試技の重量は、決めてしまうと第二試技以降、失敗しても重量を減らすことはできま

せん。

特に初心者は、第１試技は３-５回できる重量が鉄則です。その競技で３試技ありますが

三回とも失敗すると、失格になり順位は付きません。必ず最後まで生き残りましょう。

検量室では試技カードがもらえます。重量申請は、試技終了後１分間でカードを出さない

といけません。カード未提出の場合は、成功の場合は+２．５㎏増量、失敗の場合は同重

量になります。

パスの場合は、パスと書いてください。なお第２試技パス、第３試技を行うことは可能で

す。

前半セッション終了後は後方表彰ブース、そして後半セッション終了後はステージにて

表彰式を行います。必ず参加しましょう。

日本記録更新挑戦の場合は、必ず試技カード提出時、そして試技前に挑戦を申し出てくだ

さい。これがなくて、そのまま進行して、審判が３級審判が絡んでいると日本記録更新が

認定されません。

また日本記録更新時の服装は、ＩＰＦルールに準拠したコスチュームが必須です。釣りパ

ン、ベルト、リストラップなど、ＩＰＦ公認品を使用してください。

なお、この大会はドーピング検査対象大会です。ドーピング検査対象者になられました

ら、検査を受けていただきますよう、よろしくお願いします。検査拒否はドーピング違反

となります。
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前半セッション 検量 ８：００ 試合開始 １０：００
セッション コート

グ
ルー

プ

№ 階級 カテゴリー 選手名 生年 所属 団体名 ブロック予選者 新人

前
半

1

Ａ

検
量
室
は
Ａ

1 47㎏級 Ｍ３ 香西く に子 1957 兵庫県 チーム鉄腕 〇

2 47㎏級 一般 西村 政子 1974 滋賀県 LAKE SIDE POWER 〇

3 52㎏級 Ｍ１ 佐津 彩 1978 和歌山県 ゼウスジム

4 57㎏級 一般 川端 友巳 1979 和歌山県 ゼウスジム

5 63㎏級 Ｍ２ 高垣 慶子 1962 兵庫県 グッドコンディション 〇

6 63㎏級 Ｍ２ 奥村 真弓 1964 兵庫県 マッスルプロダクション

7 63㎏級 一般 山下 彩 1986 大阪府 8suki gym

8 63㎏級 一般 堤 彩夏 1995 京都府 京優会 〇

9 72㎏級 一般 森田 奈那 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

10 84㎏級 一般 野村 優 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

11 84㎏級 一般 栃下 みゆ 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

Ｂ

検
量
室
は
Ｂ

12 59㎏級 ＪＲ 田中 晴大 2000 大阪府 関西大学SC

13 59㎏級 Ｍ１ 日野田 亮 1976 京都府 京都パワーリフティングクラブ

14 59㎏級 Ｍ４ 木下 俊弘 1947 大阪府 スポーツジムB＆F

15 59㎏級 一般 中出 裕己 1984 滋賀県 LAKE SIDE POWER 〇

16 59㎏級 一般 浅井 優希 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

17 59㎏級 一般 久保 元人 1989 大阪府 K’s GYM

18 59㎏級 一般 白石 匡 1980 大阪府 K’s GYM 〇

19 59㎏級 一般 大槻 良祐 1988 兵庫県 グッドコンディション

20 59㎏級 一般 高橋 和行 1978 兵庫県 個人

21 59㎏級 一般 菅田 勇作 1995 兵庫県 雷神ファクトリー

22 66㎏級 ＯＰ 岩城隼人 1999 京都府 EXSTAGE

23 66㎏級 ＯＰ 永富颯紀 2001 兵庫県 グッドコンディション

2

Ｃ

検
量
室
は
Ａ

24 66㎏級 ＪＲ 安積 祐貴 1996 大阪府 関西大学SC 〇

25 66㎏級 ＪＲ 村山 諒 1997 大阪府 関西大学SC 〇

26 66㎏級 Ｍ１ 藤川 慶二 1971 大阪府 バリバリジム 〇

27 66㎏級 Ｍ１ 深河 正 1972 兵庫県 マッスルプロダクション

28 66㎏級 Ｍ２ 川浦 幸次 1964 大阪府 ＷＴＣ藤井寺

29 66㎏級 Ｍ２ 吉田 夏樹 1967 兵庫県 川西市バーベル協会 〇

30 66㎏級 Ｍ２ 小川 明幸 1965 兵庫県 ゴールドジム神戸元町

31 66㎏級 Ｍ２ 小島 学 1964 京都府 京都パワーリフティングクラブ

32 66㎏級 Ｍ２ 金子 晃久 1960 兵庫県 チーム鉄腕

33 66㎏級 Ｍ２ 下迫田 真也 1968 兵庫県 マッスルプロダクション神戸板宿

34 66㎏級 Ｍ３ 金岡 国昭 1959 兵庫県 グッドコンディション

35 66㎏級 Ｍ３ 三木 浩史 1957 兵庫県 フジモトジム

36 66㎏級 ＳＪＲ 水本 諒 2003 大阪 マグナムフィットネスセンター 〇

Ｄ

検
量
室
は
Ｂ

37 66㎏級 一般 鵜飼武嗣 1984 大阪府 STC 〇

38 66㎏級 一般 岩崎惇 1987 和歌山 NO NAME THROWER 〇

39 66㎏級 一般 小林賢門 1992 京都府 EXSTAGE 〇

40 66㎏級 一般 山内章寛 1995 大阪府 K’s GYM 〇

41 66㎏級 一般 益子直己 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

42 66㎏級 一般 嶌中祐仁 1986 奈良県 個人 〇

43 66㎏級 一般 三樹範大 1982 大阪府 個人

44 66㎏級 一般 藤賀淳志 1990 兵庫県 雷神ファクトリーー 〇 〇

45 66㎏級 一般 森宗雅也 1979 兵庫県 三菱重工高砂製作所 〇

46 66㎏級 一般 芦原徹 1990 奈良県 マッスルプロダクション 奈良 〇

47 66㎏級 一般 井上雄介 1981 兵庫県 雷神ファクトリー

48 66㎏級 一般 岡田崇太郎 1994 兵庫県 雷神ファクトリー 〇

49 66㎏級 一般 吉田雅己 1957 兵庫県 MAXGYM
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後半セッション 検量 １２：００ 試合開始 １４：００

後
半

1

Ｅ

検
量
室
は
Ａ

50 74㎏級 ＪＲ 宮本 佳樹 1999 大阪府 関西大学SC 〇

51 74㎏級 ＪＲ 宮森 駿 1999 大阪府 関西大学SC 〇

52 74㎏級 ＪＲ Ｗ 藤井 崇彰 1997 大阪府 関西大学SC 〇

53 74㎏級 ＪＲ Ｗ 古賀 日々希 1999 大阪府 個人 〇

54 74㎏級 Ｍ１ 尾花 哲也 1971 大阪府 K’s GYM

55 74㎏級 Ｍ２ 生田 禎明 1968 大阪府 スポーツジムB＆F

56 74㎏級 Ｍ３ 信原 英之 1952 兵庫県 パワーハウス赤穂

57 83㎏級 ＪＲ 福田 忠浩 1996 兵庫県 マッスルプロダクション

58 83㎏級 Ｍ１ 児玉 大紀 1979 大阪府 K’s GYM

59 83㎏級 Ｍ２ 内藤 雅文 1960 兵庫県 フジモトジム

60 83㎏級 Ｍ３ 花田 隆 1953 兵庫県 マッスルプロダクション

61 83㎏級 Ｍ４ 藤本 章夫 1949 兵庫県 フジモトジム

62 83㎏級 ＯＰ 小森秀人 1973 兵庫県 マッスルプロダクション神戸板宿

63 83㎏級 ＯＰ 森重昌洋 1999 京都府 EXSTAGE

Ｆ

検
量
室
は
Ｂ

64 74㎏級 一般 黒木 辰志 1989 京都府 EXSTAGE 〇

65 74㎏級 一般 飛奈 駿佑 1991 滋賀県 LAKE SIDE POWER 〇

66 74㎏級 一般 山野 凌成 1995 大阪府 STC 〇

67 74㎏級 一般 河南 文人 1998 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

68 74㎏級 一般 福住 昌也 1986 大阪府 関西大学SC 〇

69 74㎏級 一般 奥田 大生 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

70 74㎏級 一般 安東 大作 1986 兵庫県 個人 〇

71 74㎏級 一般 小寺 大樹 1995 兵庫県 個人

72 74㎏級 一般 西光 涼佑 1994 大阪府 個人 〇

73 74㎏級 一般 釣船 雅俊 1983 兵庫県 パワーハウス赤穂

74 74㎏級 一般 McDowellJeremy 1991 兵庫県 フジモトジム

75 74㎏級 一般試技 藤井 崇彰 1997 大阪府 関西大学SC 〇

76 74㎏級 一般試技 古賀 日々希 1999 大阪府 個人 〇

2

Ｇ

検
量
室
は
Ａ

77 83㎏級 一般 新福 佳樹 1986 和歌山 NO NAME THROWER 〇 〇

78 83㎏級 一般 臼木 翔吾 1992 大阪 8suki gym

79 83㎏級 一般 松本 裕也 1993 大阪府 K’s GYM 〇

80 83㎏級 一般 宮崎 達也 1986 大阪府 関西大学SC 〇

81 83㎏級 一般 塚脇 敏貴 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

82 83㎏級 一般 松下 大樹 1999 京都府 京都パワーリフティングクラブ 〇 〇

83 83㎏級 一般 安田 賢一 1993 兵庫県 チーム鉄腕 〇

84 83㎏級 一般 楠部 恭平 1995 大阪府 個人 〇

85 83㎏級 一般 田中 辰彦 1983 奈良県 個人

86 83㎏級 地区外ＯＰ 和泉 亮 1991 愛知県 個人

87 105㎏級 一般 井上 大作 1984 大阪府 K’s GYM

88 105㎏級 一般 念代 朋哉 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

Ｈ

検
量
室
は
Ｂ

89 93㎏級 Ｍ１ 林 政二郎 1971 大阪府 STC

90 93㎏級 一般 榊原 蓮 1998 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

91 93㎏級 一般 三橋 凱 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 〇

92 93㎏級 一般 植野 哲 1984 大阪府 8suki gym 〇

93 93㎏級 一般 杉浦 健吾 1980 大阪府 K’s GYM 〇 〇

94 93㎏級 一般 荒木 友輔 1988 和歌山県 NO NAME THROWER 〇 〇

95 93㎏級 一般 軽井 雅文 1994 奈良県 個人 〇

96 93㎏級 一般 梶井 貴博 1993 兵庫県 個人 〇

97 93㎏級 一般 長畑 遼 1993 大阪府 個人 〇

98 93㎏級 一般 瀬川 拓己 1994 大阪府 ゴールドジム 〇

99 93㎏級 一般 小笠 剛志 1974 兵庫県 パワーハウス赤穂

100 105㎏級 ＯＰ 大屋勝義 1996 京都府 京都府パワーリフティングクラブ

101 120㎏超級 一般 髙橋 昌士 1976 滋賀県 LAKE SIDE POWER 〇

試技終了 １８：００ 全日程終了１８:３０予定
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階級 カテゴリー 選手名 生年 所属 団体名 当落

女子当選者 フォーミラー順上位２名

47㎏級 Ｍ３ 香西くに子 1957 兵庫県 チーム鉄腕

47㎏級 一般 西村政子 1974 滋賀県 LAKE SIDE POWER

63㎏級 一般 堤彩夏 1995 京都府 京優会

72㎏級 一般 森田奈那 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

84㎏級 一般 野村優 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

84㎏級 一般 栃下みゆ 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

男子当選者１８名 各階級３位まで当選 ４位はフォーミラー上位1名

辞退者が出た場合辞退者の下位の選手が復活当選。その階級に回の選手がいない場合は、４位以下のフォーミラー順

なお当確者でも出場していない場合、三振で失格した場合は順位がつかないので落選。

59㎏級 一般 中出裕己 1984 滋賀県 LAKE SIDE POWER 当確

59㎏級 一般 浅井優希 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 当確

59㎏級 一般 白石匡 1980 大阪府 K’s GYM 当確

66㎏級 Ｍ１ 藤川慶二 1971 大阪府 バリバリジム

66㎏級 Ｍ２ 吉田夏樹 1967 兵庫県 川西市バーベル協会

66㎏級 一般 鵜飼武嗣 1984 大阪府 STC

66㎏級 一般 藤賀淳志 1990 兵庫県 雷神ファクトリーー

66㎏級 一般 益子直己 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

66㎏級 一般 森宗雅也 1979 兵庫県 三菱重工高砂製作所

66㎏級 一般 芦原徹 1990 奈良県 マッスルプロダクション 奈良

74㎏級 一般 飛奈駿佑 1991 滋賀県 LAKE SIDE POWER 当確

74㎏級 一般 河南文人 1998 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 当確

74㎏級 一般 福住昌也 1986 大阪府 関西大学SC 当確

83㎏級 一般 新福佳樹 1986 和歌山 NO NAME THROWER

83㎏級 一般 塚脇敏貴 1999 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

83㎏級 一般 松下大樹 1999 京都府 京都パワーリフティングクラブ

83㎏級 一般 松本 裕也 1993 大阪府 K’s GYM

83㎏級 一般 安田賢一 1993 兵庫県 チーム鉄腕

83㎏級 一般 楠部恭平 1995 大阪府 個人

93㎏級 一般 榊原蓮 1998 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

93㎏級 一般 三橋凱 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部

93㎏級 一般 杉浦健吾 1980 大阪府 K’s GYM

93㎏級 一般 荒木友輔 1988 和歌山県 NO NAME THROWER

93㎏級 一般 梶井貴博 1993 兵庫県 個人

105㎏級 一般 念代朋哉 2000 関西学連 京都先端科学大学パワーリフティング部 当確

120㎏超級 一般 髙橋 昌士 1976 滋賀県 LAKE SIDE POWER 当確

フォーミラーはグッドリフト正常動作確認しますので、当日フィルクスフォーミラーか、ＩＰＦフォーミラーかを発表します。



大会スケジュール 

各セッション時間は、エントリー表をご参照ください。 

 開会式 9：30～9：45 

選手整列         

開会宣言    兵庫県パワーリフティング協会  理事長代行     森田 俊介 

国歌斉唱 

大会挨拶    兵庫県パワーリフティング協会  会 長      古城 資久 

選手宣誓                               当日発表 

 

 競技開始 10：00～ 

競技スケジュールは別紙にて参照ください 

 

 閉会式 

選手整列 

表彰               

団体・特別賞表彰                       詳細は別紙参照 

講  評    兵庫県パワーリフティング協会        理事長  塩田 宗廣 

閉会宣言    兵庫県パワーリフティング協会         副理事長 工藤智恵子 

 大会終了 18：30 

大会スケジュールはあくまで目安ですので、大会進行により多少前後することがございますので、   

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

個人特別賞 

種類 対象 

最優秀選手賞 ブロック内選手でフォーミラー1 位。 

優秀選手賞 女子 1 名とノーギアあわせて 2 名 

最優秀新人賞 ブロック選手で新人（大会初出場から 1 年未満）最も優秀な新人１名 

優秀新人賞 ブロック選手で新人（大会初出場から 1 年未満）優秀な新人２名 

敢闘賞 ブロック選手で大幅な自己新や、特に活躍した選手３名 

 


