
グループ 階級 カテゴリー 生年 都道府県 団体名 標準達成記録

女子43㎏級 ＳＪＲ 鈴木 凜 2003 神奈川県 厚木商業高校 197.5
女子47㎏級 Ｍ３ 滝沢 嘉恵 1957 神奈川県 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 312.5
女子47㎏級 一般 早川 琴果 1995 神奈川県 ESQUATIR 425
女子47㎏級 一般 福島 友佳子 1970 東京都 パワーハウス 485
女子52㎏級 一般 赤川 智子 1984 神奈川県 YPTG 431.5
女子52㎏級 一般ＪＲ 田邉 智子 1997 神奈川県 YCPG 425
女子52㎏級 一般Ｍ２ 田中 彰子 1964 兵庫県 パワーハウス赤穂 300
女子52㎏級 一般Ｍ２ 磯田 あかね 1970 神奈川県 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 305
女子57㎏級 一般 田中 まり子 1974 兵庫県 個人 362.5
女子57㎏級 一般 加藤 幸枝 1974 東京都 TXP 437.5
女子57㎏級 一般Ｍ２ 渕上 宏恵 1967 神奈川県 YPTG 375
女子63㎏級 一般Ｍ２ 北村 真由美 1967 神奈川県 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 552.5
女子57㎏級 Ｍ２ 柳沢 由紀子 1967 千葉県 個人 275
女子57㎏級 Ｍ３ 大森 聖子 1951 神奈川県 小田原アリーナ 230
女子72㎏級 Ｍ２ 工藤 智恵子 1967 兵庫県 マッスルプロダクション 350
女子72㎏級 一般Ｍ１ 照屋 利恵 1975 沖縄県 POWERSPORT 452.5
男子59㎏級 一般 久保 元人 1989 大阪府 Ks Gym 527.5
男子59㎏級 一般 菅田 勇作 1995 兵庫県 雷神ファクトリー 580
男子59㎏級 一般 田村 陽 1999 関東学連 青山学院大学 630
男子59㎏級 一般Ｍ１ 白石 匡 1980 大阪府 Ks Gym 565
男子66㎏級 Ｍ１ 石川 拓也 1979 東京都 パワーハウス 535
男子66㎏級 一般 佐竹 優典 1996 東京都 TXP 745
男子66㎏級 一般 佐藤 義宏 1982 神奈川県 K’sジム 横浜 715
男子66㎏級 一般Ｍ１ 上野 辰彦 1976 滋賀県 個人 629

男子59㎏級 Ｍ２ 千原 竜一 1968 東京都 ノーリミッツ 410
男子66㎏級 ＪＲ 渡邉 将慶 2001 関東学連 青山学院大学 525
男子66㎏級 Ｍ３ 高橋 雅之 1960 神奈川県 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 540
男子66㎏級 Ｍ４ 大澤　充 1941 埼玉県 ビックタートル深谷 400
男子74㎏級 一般 鈴木 豪 1994 東京都 TXP 795
男子74㎏級 一般 草間 伸司 1987 神奈川県 ESQUATIR 620
男子74㎏級 一般 宮澤 賢次 1977 東京都 パワーハウス 630
男子74㎏級 一般 大石 圭太朗 1981 神奈川 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ 622.5
男子74㎏級 一般Ｍ１ 大谷 憲弘 1980 神奈川県 ESQUATIR 822.5
男子74㎏級 一般Ｍ２ 濱田 展行 1969 大阪府 Ks Gym 788

A→B 男子74㎏級 Ｍ３ 谷口 晃一 1960 岡山県 チーム岡山 585
男子83㎏級 Ｍ３ 伊藤 順三 1954 兵庫県 個人 492.5
男子83㎏級 Ｍ４ 藤本 章夫 1949 兵庫県 フジモトジム 400
男子83㎏級 Ｍ４ 北野 利雄 1946 宮城県 仙台市体育館PC 561
男子83㎏級 一般 八須 拳太郎 1990 東京都 TXP 700
男子83㎏級 一般 山本 航平 1991 神奈川 ESQUATIR 660
男子83㎏級 一般 鈴木 真人 1984 東京都 ノーリミッツ 660
男子105㎏級 Ｍ３ 香西 和義 1956 岡山県 エイブルスポーツクラブ岡山 542.5
男子105㎏級 一般 阿久津 貴史 1982 東京都 TXP 915
男子105㎏級 一般 久保 匡平 1987 京都府 EXSTAGE 810
男子105㎏級 一般Ｍ１ 塩田 宗廣 1977 兵庫県 グッドコンディション 主幹協会推薦枠

B→C 男子83㎏級 ＳＪＲ 後藤　優誠 2002 広島県 瀬野川トレーニングクラブ 600

B→C 男子105㎏級 Ｍ３ 香西 和義 1956 岡山県 エイブルスポーツクラブ岡山 542.5
男子93㎏級 一般 福島 和文 1966 東京都 パワーハウス 722.5
男子93㎏級 一般 鈴木 喜稀 1993 神奈川県 小田原アリーナ 905
男子93㎏級 一般 古川 潤 1996 兵庫県 パワーハウス赤穂 782.5
男子93㎏級 一般 吉川 望 1986 大阪府 Ks Gym 797.5
男子93㎏級 一般Ｍ１ 荒川 孝行 1978 東京都 ゴールドジムバーベルクラブ 852.5
男子93㎏級 Ｍ１ 堀内 健司 1976 東京都 パワーハウス 630
男子120㎏級 ＳＪＲ 宮川 資門 2002 神奈川県 ESQUATIR 535
男子120㎏級 一般 加瀬　智 1991 神奈川県 Ks Gym横浜 832.5
男子120㎏級 一般 手崎 勝夫 1977 北海道 RealThing 787.5
男子120㎏級 一般 柴田 道郎 1978 石川県 TRI 840
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