
出場選手の皆様へ、ご観覧の皆様へ 
 

今大会、コロナウイルス対策として下記の通り、ご協力よろしくお願いします。 

 

コロナ情勢で、大会開催が流動的です。中止の場合は、ホームページ、

ツイッター、出場者の皆様は、メールにてお知らせいたします。 
 

 ３７，５度以上の体温の方は、選手・セコンド・役員にかかわらず、入場できません。 

 

 今大会無観客試合とします。応援のお客様はご遠慮ください。 

 

 不要のセコンドは、ご遠慮ください。表彰状受領しましたら、ご帰宅ください。 

 

 マスク・消毒薬等は各自ご持参ください。消毒にご協力ください。 

 

 出場辞退の選手は、メールにてご連絡ください。 

hpa.power@gmail.com です。 

お手数ですが、セッション組直しもありますのでご協力ください。 

 

 体調の無理は禁物です。厳しい場合は欠場の勇気をお持ち下さい。 

 

 兵庫県国体予選は中止します。近畿選手権でブロック予選一発選考とします。 

ですので、県国体予選はありません。県予選がないので、今大会出場しなくても、     

ブロック予選に出場できます。 

 開・閉会式、表彰式は行いません 

 

 兵庫県ベンチプレス選手権の特別賞は、県の出場選手が少ないため、取りやめとします。 

 

 第１セクションは、エントリー表に書いている時間で開始します。 

 

 第２セクションは、予定通りの場合、エントリー表に書いている時間で行います。 

 

 セクションが進行を押している場合、終了後１０分後に行います。 

 

 賞状発行は、できましたら表彰ブースでお渡しします。終了後１０分前後で準備できます。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

兵庫県パワーリフティング協会 



セクション グループ № 種別 階級 カテゴリー 選手名 年齢 都道府県 所属

1 ノーギア 47㎏級 Ｍ３ 香西 邦子 1957 兵庫県 チーム鉄腕
2 ノーギア 47㎏級 県外 西村 政子 1974 滋賀県 LAKE SIDE POWERS
3 ノーギア 52㎏級 Ｍ２ 釜本 恵美 1968 兵庫県 川西市バーベル協会
4 ノーギア 52㎏級 一般 南澤 さより 1990 兵庫県 個人

5 ノーギア 57㎏級 Ｍ２ 高田 美智恵 1965 兵庫県 川西市バーベル協会
6 ノーギア 63㎏級 Ｍ２ 奥村 真弓 1964 兵庫県 マッスルプロダクション
7 ノーギア 63㎏級 Ｍ２ 高垣 慶子 1962 兵庫県 グッドコンディション
8 ノーギア 63㎏級 Ｍ３ 林 久子 1951 兵庫県 雷神ファクトリー
9 ノーギア 63㎏級 一般 ロックハート 涼子 1985 兵庫県 川西市バーベル協会
10 ノーギア 72㎏級 一般 畑田 麻美 1988 兵庫県 チーム鉄腕
11 ノーギア 72㎏級 一般 大槻 遥子 1994 兵庫県 個人
12 ノーギア 74㎏級 Ｍ２ 堀 正人 1967 兵庫県 マッスルプロダクション
13 ノーギア 74㎏級 Ｍ２ 森田 俊介 1967 兵庫県 グッドコンディション
14 ノーギア 83㎏級 県外 歯朶尾 浩行 1979 大阪府 KsGYM
15 ノーギア 83㎏級 県外 松本　裕志 1998 京都府 EXSTAGE
16 フルギア 59㎏級 県外 林 正則 2000 関西学連 岡山大学
17 フルギア 66㎏級 一般 吉田 雅己 1957 兵庫県 MAXGYM
18 フルギア 83㎏級 県外 濱崎 修武 1997 大阪府 I’d Gym
19 フルギア 83㎏級 県外 荒木 幸輔 1982 神奈川県 KsGYM横浜
20 フルギア 105㎏級 県外 磯野 太暉 1997 神奈川県 ESQUATIR
21 ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 上山 利紀 1974 兵庫県 個人
22 ノーギア 83㎏級 Ｍ２ 長澤 利宏 1696 兵庫県 チーム鉄腕入会予定
23 ノーギア 83㎏級 Ｍ３ 花田 隆 1953 兵庫県 マッスルプロダクション
24 ノーギア 83㎏級 Ｍ4 藤本　章夫 1949 兵庫県 フジモトジム
25 ノーギア 83㎏級 一般 桑原 寿彦 1984 兵庫県 チーム鉄腕
26 ノーギア 83㎏級 一般 橘 省吾 1981 兵庫県 個人
27 ノーギア 83㎏級 一般 南 伸哉 1991 兵庫県 個人
28 ノーギア 83㎏級 一般 中村 ナオキ 1980 兵庫県 個人
29 ノーギア 83㎏級 一般 山川 義博 1994 兵庫県 フジモトジム
30 ノーギア 83㎏級 一般 栗棟 康介 1991 兵庫県 個人

31 ノーギア 59㎏級 Ｍ１ 森井 真史 1977 兵庫県 川西市バーベル協会
32 ノーギア 59㎏級 Ｍ２ 霜浦 宣也 1969 兵庫県 雷神ファクトリー
33 ノーギア 59㎏級 Ｍ４ 近藤 稔 1947 兵庫県 川西市バーベル協会
34 ノーギア 59㎏級 Ｍ４ 平松 久直 1948 兵庫県 個人
35 ノーギア 59㎏級 一般 福岡 雅則 1984 兵庫県 個人
36 ノーギア 59㎏級 一般 菅田 勇作 1995 兵庫県 雷神ファクトリー
37 ノーギア 59㎏級 一般 寺本 賢 1986 兵庫県 雷神ファクトリー
38 ノーギア 66㎏級 Ｍ１ 深河 正 1972 兵庫県 マッスルプロダクション
39 ノーギア 66㎏級 Ｍ２ 吉田 夏樹 1967 兵庫県 川西市バーベル協会
40 ノーギア 66㎏級 Ｍ３ 三木 浩史 1957 兵庫県 フジモトジム
41 ノーギア 66㎏級 一般 西村 直也 1982 兵庫県 雷神ファクトリー
42 ノーギア 66㎏級 一般 藤賀 淳志 1990 兵庫県 雷神ファクトリー
43 ノーギア 93㎏級 一般 中川 和哉 1996 兵庫県 マッスルプロダクション神戸板宿
44 ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 中垣 雄一朗 1975 兵庫県 ゴールドジム神戸
45 ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 山本 了祐 1980 兵庫県 マッスルプロダクション神戸板宿
46 ノーギア 74㎏級 Ｍ３ 金子 晃久 1960 兵庫県 チーム鉄腕
47 ノーギア 74㎏級 一般 安田 賢一 1993 兵庫県 チーム鉄腕
48 ノーギア 74㎏級 一般 石田 幸太郎 1989 兵庫県 フジモトジム
49 ノーギア 74㎏級 一般 田井 康裕 1993 兵庫県 MAXGYM
50 ノーギア 74㎏級 一般 高砂 亮 1979 兵庫県 個人
51 ノーギア 74㎏級 一般 釣船 雅俊 1983 兵庫県 パワーハウス赤穂
52 ノーギア 74㎏級 一般 西川 裕章 1993 兵庫県 雷神ファクトリー
53 ノーギア 105㎏級 一般 金山 尚治 1978 兵庫県 マッスルプロダクション神戸板宿
54 ノーギア 105㎏級 県外 中西 正樹 1987 関西学連 関西大学
55 ノーギア 120㎏級 一般 阪田 達也 1976 兵庫県 個人

国体予選近畿ブロック一発選考とする（現時点で）県予選は実施しない
１年以上住民票登録をしている、兵庫県の登録選手。
勤務地が兵庫県の場合は、国体参加希望の場合は適用される。
それも１年以上勤務実態があり、兵庫県にて選手登録している選手。
国体予選はノーギアで行う。

試技終了し、賞状発行して受領しましたらご帰宅お願いします。

パワー競技終了後シングルベンチへ

　第３８回兵庫県パワーリフティング選手権

第１セッション　検量　８：３０－１０：００　　　試技開始　１０：３０
グループ間の休憩は無し、準備できしだいすぐ開始。競技間はセットして２分
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２０２０鹿児島国体予選　県民体育大会

第２セッション　検量　１２：４５－１４：１５　　　試技開始　１４：４５
グループ間の休憩は無し、準備できしだいすぐ開始。競技間はセットして２分
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セクション № 種別 階級 カテゴリー 選手名 年齢 都道府県 所属

1 フルギア 63㎏級 県外 山下 彩 1986 大阪府 8suki gym
2 フルギア 72㎏級 県外 高岡 美穂 1992 大阪府 8suki gym
3 フルギア 53㎏級 県外 酒井 維吹 2000 大阪府 8suki gym
4 フルギア 59㎏級 県外 野口 貴史 1993 大阪府 8suki gym

5 フルギア 66㎏級 県外 吉村 雄一 1994 大阪府 8sukigym
6 フルギア 74㎏級 県外 安倉 明徳 1958 大阪府 烈剛河内
7 フルギア 74㎏級 県外 久保田 甲斐 1991 大阪府 8sukigym
8 フルギア 74㎏級 県外 松尾 静葵 2000 大阪府 8sukigym
9 フルギア 74㎏級 県外 後藤 隆 1976 大阪府 8suki gym
10 フルギア 83㎏級 県外 阪本 賢一 1970 大阪府 8suki gym
11 フルギア 83㎏級 県外 菅原 大輔 1983 大阪府 8sukiGYM
12 フルギア 93㎏級 県外 植野 哲 1984 大阪府 8suki gym
13 フルギア 93㎏級 県外 塚村 英夫 1981 大阪府 8suki gym
14 フルギア 93㎏級 県外 山本 僚介 1987 大阪府 8sukigym
15 フルギア 93㎏級 県外 上田 真司 1972 大阪府 Ks GYM
16 フルギア 93㎏級 県外 西田 貴胤 1976 大阪府 8sukigym
17 フルギア 93㎏級 県外 山下 保樹 1991 大阪府 8suki gym
18 フルギア 105㎏級 県外 岩本 隆全 1971 大阪府 8suki gym

19 ノーギア 52㎏級 県外 中川 貴美子 1982 大阪府 8suki gym
20 ノーギア 72㎏級 県外 伊藤 由実子 1976 大阪府 Ks GYM
21 ノーギア 59㎏級 一般 丸山 武 1981 兵庫県 個人
22 ノーギア 59㎏級 一般 立脇 和弥 1986 兵庫県 個人
23 ノーギア 59㎏級 一般 小脇 剛 1979 兵庫県 三菱日立パワーシステムズ
24 ノーギア 74㎏級 Ｍ２ 松尾 直樹 1963 兵庫県 藤本ジム
25 ノーギア 74㎏級 一般 三木 聖也 1996 兵庫県 個人
26 ノーギア 74㎏級 一般 山本 泰資 1993 兵庫県 鉄腕加西
27 ノーギア 74㎏級 一般 大西 康平 1994 兵庫県 個人
28 ノーギア 74㎏級 県外 佐藤 啓 1971 大阪府 個人
29 ノーギア 74㎏級 県外 大寺 康平 1987 大阪府 8suki gym
30 ノーギア 74㎏級 県外 芳村 晃 1975 大阪府 ヤスキジム
31 ノーギア 74㎏級 県外 瀧井 章男 1984 大阪府 8suki gym
32 ノーギア 74㎏級 県外 吉岡 弘和 1963 大阪府 8suki gym
33 ノーギア 74㎏級 県外 田口 航大 2002 大阪府 阪南大学ウエイトトレーニング部
34 ノーギア 74㎏級 県外 光安 隆史 1976 大阪府 ヤスキジム

35 ノーギア 66㎏級 Ｍ２ 石田 浩士 1970 兵庫県 フジモトジム
36 ノーギア 66㎏級 県外 堀 滋 1975 大阪府 個人選手
37 ノーギア 66㎏級 県外 坂東 太郎 1994 大阪府 8suki gym
38 ノーギア 83㎏級 一般 山本 高史 1972 兵庫県 三菱重工業高砂製作所
39 ノーギア 83㎏級 一般 谷 茂樹 1986 兵庫県 チーム鉄腕
40 ノーギア 83㎏級 県外 松岡 徹 1976 大阪府 WTC藤井寺
41 ノーギア 83㎏級 県外 出合 翔 1991 大阪府 個人
42 ノーギア 83㎏級 県外 若崎 晃裕 1987 大阪府 8suki gym
43 ノーギア 83㎏級 県外 乾 欣正 1980 大阪府 8sukigym
44 ノーギア 83㎏級 県外 高松 克哉 1980 大阪府 個人
45 ノーギア 93㎏級 県外 臼木 翔吾 1992 大阪府 8sukigym
46 ノーギア 105㎏級 ＪＲ 木之下 竜也 2001 兵庫県 個人
47 ノーギア 105㎏級 Ｍ３ 前田 光生 1960 兵庫県 チーム鉄腕
48 ノーギア 105㎏級 県外 中澤 禎郁 1966 大阪府 8suki ジム
49 ノーギア 105㎏級 県外 斉藤 大明 1985 大阪府 8suki gym
50 ノーギア 105㎏級 県外 豊島 泰弘 1992 大阪府 8suki gym
51 ノーギア 105㎏級 県外 野口 昌利 1994 大阪府 8suki gym

試技終了し、賞状発行して受領しましたらご帰宅お願いします。

第２セッション　検量　１６：４５－１８：１５　　　試技開始　１８：４５

試技終了予定　２０：３０

第３セッション　検量　１７：３０－１９：００　　　試技開始　１９：３０
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　第２１回兵庫県ベンチプレス選手権

第１セッション　検量　７：３０－９：００　　　試技開始　９：３０
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