
競技種別 階級 カテゴリー Lot 選手名 都道府県 生年 団体名 国体 新人

ノーギア 47㎏級 県外 1 三宅 栄子 岡山県 1955 ノーリミッツ岡山
ノーギア 52㎏級 Ｍ１ 2 宮部 要子 兵庫県 1980 ゴールドジム神戸 新人
ノーギア 52㎏級 一般 3 南澤 さより 兵庫県 1990 個人
ノーギア 63㎏級 Ｍ２ 4 奥村 真弓 兵庫県 1964 マッスルプロダクション
ノーギア 63㎏級 一般 5 中瀬 由真 兵庫県 1991 グッドコンディション 新人
ノーギア 63㎏級 一般 6 大槻 遥子 兵庫県 1994 マッスルプロダクション
ノーギア 59㎏級 Ｍ４ 7 近藤 稔 兵庫県 1947 川西市バーベル協会
ノーギア 59㎏級 県外 8 大内 俊幸 岡山県 1979 個人
ノーギア 59㎏級 一般 9 大槻 良祐 兵庫県 1988 グッドコンディション 当確
ノーギア 59㎏級 一般 10 福岡 雅則 兵庫県 1984 フジモトジム 当確
ノーギア 59㎏級 一般 11 井口 達也 兵庫県 1983 個人
ノーギア 59㎏級 一般 12 霜浦 宣也 兵庫県 1969 雷神ファクトリー
ノーギア 66㎏級 Ｍ２ 13 吉田 夏樹 兵庫県 1967 川西市バーベル協会
ノーギア 66㎏級 Ｍ３ 14 吉田 雅己 兵庫県 1957 MAX GYM
ノーギア 66㎏級 Ｍ３ 15 三木 浩史 兵庫県 1957 フジモトジム
ノーギア 66㎏級 県外 16 城内 直史 岡山県 1980 ノーリミッツ岡山
ノーギア 66㎏級 県外 17 佐藤 大二郎 岡山県 1995 ノーリミッツ岡山
ノーギア 66㎏級 一般 18 沖 泰輔 兵庫県 1980 クリスタルパワージム
ノーギア 66㎏級 一般 19 寺本 賢 兵庫県 1986 雷神ファクトリー 新人
ノーギア 66㎏級 一般 20 西村 直也 兵庫県 1982 雷神ファクトリー 当確
フルギア 66㎏級 一般 21 深河 正 兵庫県 1972 マッスルプロダクション
ノーギア 74㎏級 一般 22 金子 晃久 兵庫県 1960 チーム鉄腕
ノーギア 74㎏級 一般 23 中畑 博之 兵庫県 1963 GOLDS GYM KOBE
ノーギア 74㎏級 一般 24 小西 一明 兵庫県 1992 雷神ファクトリー 新人
ノーギア 74㎏級 一般 25 田井 康裕 兵庫県 1993 RECON 〇
ノーギア 74㎏級 一般 26 三船 和洋 兵庫県 1994 フジモトジム 新人
ノーギア 74㎏級 一般 27 酒井 亮 兵庫県 1990 個人 〇 新人
ノーギア 74㎏級 一般 28 釣船 雅俊 兵庫県 1983 パワーハウス赤穂
ノーギア 74㎏級 一般 29 藤賀 淳志 兵庫県 1990 雷神ファクトリー 〇
ノーギア 74㎏級 一般 30 鯉川 和正 大阪府 1980 個人
ノーギア 74㎏級 一般 31 高砂 亮 兵庫県 1979 個人 〇

ノーギア 74㎏級 ＪＲ 32 大前 秀暢 兵庫県 1999 個人 〇 新人
ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 33 中垣 雄一朗 兵庫県 1975 ゴールドジム神戸
ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 34 谷川 亮 兵庫県 1978 個人 〇 新人
フルギア 74㎏級 Ｍ４ 35 藤本　章夫 兵庫県 1950 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 Ｍ３ 38 花田 隆 兵庫県 1953 マッスルプロダクション
ノーギア 83㎏級 県外 39 中藤 友樹 岡山県 1973 ノーリミッツ岡山
ノーギア 83㎏級 県外 40 宮崎 智司 岡山県 1966 ノーリミッツ岡山
ノーギア 83㎏級 県外 41 小野 俊典 岡山県 1961 ノーリミッツ岡山
ノーギア 83㎏級 一般 42 坂井 宏輔 兵庫県 1982 グッドコンディション
ノーギア 83㎏級 一般 43 小山 瑛一 兵庫県 1994 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 一般 44 細見 邑 兵庫県 1987 個人 当確 新人
ノーギア 83㎏級 一般 45 田畑 勇輝 兵庫県 1997 個人 新人
ノーギア 83㎏級 一般 46 竪林 大悟 兵庫県 1997 MAXGYM 新人
ノーギア 83㎏級 一般 47 南 伸哉 兵庫県 1991 個人
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 36  大野 賢良 兵庫県 1980 クリスタルパワージム 当確
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 37 上山 利紀 兵庫県 1974 個人 当確
ノーギア 93㎏級 県外 48 瀬川 拓己 大阪府 1994 ゴールドジム梅田 大阪
ノーギア 93㎏級 県外 49 歯朶尾 浩行 大阪府 1979 Ｋs gym
ノーギア 93㎏級 一般 50 臼木 翔吾 兵庫県 1992 個人
ノーギア 93㎏級 一般 51 林 翔 兵庫県 1990 ゴールドジム神戸
ノーギア 93㎏級 一般 52 前中 進 兵庫県 1988 パワーハウス赤穂 〇
ノーギア 93㎏級 一般 53 山元　悠司 兵庫県 1998 フジモトジム 〇
ノーギア 93㎏級 一般 54 谷 茂樹 兵庫県 1986 個人 新人
ノーギア 93㎏級 一般 55 遠山 勝登 兵庫県 1985 フジモトジム 〇 新人
ノーギア 93㎏級 一般 56 松井 淳也 兵庫県 1993 ＲＥＣＯＮ 〇 新人
ノーギア 93㎏級 一般 57 渡邉 新 兵庫県 1983 雷神ファクトリー 〇 新人
ノーギア 105㎏級 ＪＲ 58 木之下 竜也 兵庫県 2001 個人 当確
ノーギア 105㎏級 一般 59 陣内 秀聡 兵庫県 1975 フジモトジム 当確
ノーギア 105㎏級 一般 60 金山 尚治 兵庫県 1978 クリスタルパワージム 当確

前半セッション　試技開始　１０：００　検量８：００
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