
競技種別 階級 年齢カテゴリー Lot 選手名 都道府県 生年 団体名
ノーギア 57㎏級 忠臣蔵 1 武本 早恵 京都府 1969 EXSTAGE
ノーギア 63㎏級 忠臣蔵 2 堤 彩夏 京都府 1995 京優会
ノーギア 63㎏級 忠臣蔵 3 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 忠臣蔵 4 林 久子 兵庫県 2E+07 雷神ファクトリー
ノーギア 59㎏級 忠臣蔵 5 有本 英弘 兵庫県 1982 フジモトジム
ノーギア 59㎏級 忠臣蔵 6 井口 達也 兵庫県 1983 個人
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 7 村田 侑司 京都府 1999 EXSTAGE
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 8 森宗 雅也 兵庫県 1979 三菱重工高砂製作所
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 9 田井 康裕 兵庫県 1993 RECON
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 10 福岡 雅則 兵庫県 1984 フジモトジム
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 11 牧 篤志 兵庫県 2000 RECON
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 12 丸瀬 裕士 京都府 1999 Exstage
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 13 藤田 愛貴 富山県 1999 個人
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 14 大前 秀暢 京都府 1999 EXSTAGE
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 15 山本 隆太 兵庫県 1977 雷神ファクトリー
ノーギア 66㎏級 忠臣蔵 16 三木 浩史 兵庫県 1957 フジモトジム
近畿Ｆ 69㎏級 ＳＪＲ 17 阪口 愛莉 大阪府 2003 K’sGYM
近畿Ｆ 59㎏級 一般 18 久保 元人 大阪府 1989 K’sGYM
近畿Ｆ 59㎏級 一般 19 前川 知紀 京都府 1994 EXSTAGE
近畿Ｆ 66㎏級 一般 20 川本 稔人 京都府 1994 EXSTAGE
近畿Ｆ 66㎏級 一般 21 菅田 勇作 兵庫県 1995 雷神ファクトリー
近畿Ｆ 66㎏級 Ｍ１ 22 上野 辰彦 滋賀県 1976 個人
近畿Ｆ 66㎏級 Ｍ１ 23 深河 正 兵庫県 1972 マッスルプロダクション
近畿Ｆ 66㎏級 Ｍ２ 24 中田 和夫 大阪府 1967 ｋ’ｓ GYM
近畿Ｆ 66㎏級 Ｍ２ 25 藤川 慶二 大阪府 1971 バリバリジム
近畿Ｆ 66㎏級 ＳＪＲ 26 北村 織陽 大阪府 2003 K’sGYM
近畿Ｆ 83㎏級 Ｍ４ 27 藤本 章夫 兵庫県 1949 フジモトジム
近畿Ｆ 93㎏級 一般 28 塩田 宗廣 兵庫県 1977 グッドコンディション
近畿Ｆ 120㎏級 一般 29 横山 恭平 大阪府 1994 K’sGYM
近畿Ｆ 120㎏級 一般 30 梶井 俊宏 大阪府 1980 K＇sGYM

ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 31 石井 俊行 京都府 1996 EXSTAGE
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 32 中畑 博之 兵庫県 1963 ゴールドジム神戸
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 33 西村 翼 京都府 1991 EXSTAGE
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 34 山田 航也 滋賀県 1999 EXSTAGE
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 35 中垣 雄一朗 兵庫県 1975 フジモトジム
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 36 山田 稔 兵庫県 1973 フジモトジム
ノーギア 74㎏級 忠臣蔵 37 金子　晃久 兵庫県 1960 チーム鉄腕
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 38 森重 昌洋 京都府 1999 EXSTAGE
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 39 大塚 剛史 兵庫県 1999 パワーハウス赤穂
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 40 上山 利紀 兵庫県 1974 個人
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 41 松田 健志 京都府 813 EXSTAGE
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 42 山川 義博 兵庫県 1994 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 43 中村 緑 京都府 1990 個人
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 44 川口 充 京都府 1970 京都パワーリフティングクラブ
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 45 小山 瑛一 兵庫県 1994 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 46 中川 哲汰 岡山県 1997 ノーリミッツ岡山
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 47 高橋 幸司 島根県 1985 teamスサノオ
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 48 川口 充 京都府 1970 京都パワーリフティングクラブ
ノーギア 83㎏級 忠臣蔵 49 清水 佑弥 滋賀県 1995 Muscle Quality
ノーギア 105㎏級 忠臣蔵 50 川脇 裕太 滋賀県 1990 個人
ノーギア 105㎏級 忠臣蔵 51 庄司 達彦 滋賀県 1985 個人
ノーギア 105㎏級 忠臣蔵 52 前中　進 兵庫県 1988 パワーハウス赤穂
ノーギア 105㎏級 忠臣蔵 53 陣内 秀聡 兵庫県 1975 フジモトジム
ノーギア 105㎏級 忠臣蔵 54 野口 昌利 大阪府 1994 ONI GYM
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 55 遠山 勝登 兵庫県 1985 フジモトジム
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 56 藤原 和人 兵庫県 1976 雷神ファクトリー
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 57 中山 誠人 京都府 1994 EXSTAGE
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 58 八束 光司 愛媛県 1996 個人
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 59 古川　潤 兵庫県 1996 パワーハウス赤穂
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 60 吉野 雄貴 京都府 1985 EXSTAGE
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 61 軽井 雅文 奈良県 1994 個人
ノーギア 93㎏級 忠臣蔵 62 湯浅 有亮 大阪府 1993 個人
ノーギア 120㎏級 忠臣蔵 63 名古　竜平 兵庫県 1990 パワーハウスかみかわ
ノーギア 120㎏級 忠臣蔵 64 小路 拓 大阪府 1997 ONI GYM
ノーギア 120㎏級 忠臣蔵 65 松村 昭宏 京都府 1991 EXSTAGE

試合終了予定　２０：００
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後半セッション　検量１２：３０　試合開始　１４：３０

第１２回赤穂忠臣蔵パワーリフティング選手権
第38回近畿パワーリフティング選手権（イクイップ）

１２月１２日　日曜日　パワーハウス赤穂
前半セッション　検量８：００　試合開始　１０：００
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