
No 出場区分 階級 年齢区分 選手名 都道府県 生年 団体名　

1 ノーギア 女子57Kg級 M2 橋本 寿美 兵庫県 1971 パワ-ハウス赤穂

2 ノーギア 女子63Kg級 M2 佐藤 伊都 千葉県 1971 株式会社タ-ゲット仁-JIN

3 ノーギア 女子63Kg級 M2 奥村 真弓 兵庫県 1964 マッスルプロダクション

4 ノーギア 女子63kg級 一般 齋藤 明子 滋賀県 1985 Muscle Quality

5 ノーギア 女子69Kg級 一般 大槻 遥子 兵庫県 1994 マッスルプロダクション

6 ノーギア 女子69Kg級 一般 森 千恵美 京都府 1983 EXSTAGE

7 ノーギア 男子59Kg級 一般 村田 侑司 京都府 1999 EXSTAGE

8 ノーギア 男子59Kg級 M4 中村 達彦 兵庫県 1941 フジモトジム

9 ノーギア 男子66Kg級 一般 畑 貴之 大阪府 1994 大阪府協会個人登録

10 ノーギア 男子66Kg級 M3 三木 浩史 兵庫県 1957 フジモトジム

11 ノーギア 男子66Kg級 一般 香川 修一 香川県 1999 観音寺市役所

1 近畿Ｆ 女子84Kg超級 一般 鈴村 華 大阪府 1993 池田会

2 近畿Ｆ 男子59Kg級 一般 久保 元人 大阪府 1989 K'sGYM

3 近畿Ｆ 男子59Kg級 一般 小林 亮太 奈良県 1990 K'sGYM

4 近畿Ｆ 男子66Kg級 JR 北村 織陽 大阪府 2003 K'sGYM

5 近畿Ｆ 男子66Kg級 JR 岩城 隼人 京都府 1999 EXSTAGE

6 近畿Ｆ 男子74Kg級 SJR 北村 立綾 大阪府 2006 K'sGYM

7 近畿Ｆ 男子83Kg級 一般 濱田 展行 大阪府 1969 K'sGYM

8 近畿Ｆ 男子83Kg級 M4 藤本 章夫 兵庫県 1949 フジモトジム

9 近畿Ｆ 男子93Ｋg級 一般 久保 匡平 京都府 1987 EXSTAGE

10 近畿Ｆ 男子93Ｋg級 一般 古川 潤 兵庫県 1996 パワ-ハウス赤穂

11 近畿Ｆ 男子105Ｋg級 JR 松下 大樹 京都府 1999 EXSTAGE

1 フルギア 男子83Kg級 M2 藤田 秀一 兵庫県 1972 8suki gym

2 ノーギア 男子83Kg級 M1 福島 毅巨 大阪府 1979 8suki gym

3 ノーギア 男子83Kg級 一般 出合 翔 大阪府 1991 大阪府協会個人登録

4 ノーギア 男子83Kg級 M1 足立 靖亮 兵庫県 1976 MAXGYM

5 ノーギア 男子83Kg級 一般 上田 哲平 兵庫県 1994 グッドコンディション

6 ノーギア 男子93Ｋg級 M2 山本 浩史 大阪府 1964 大阪府協会個人登録

7 ノーギア 男子93Ｋg級 一般 山下 保樹 大阪府 1991 8suki gym

8 ノーギア 男子83Kg級 一般 松岡 徹 大阪府 1976 WTC藤井寺

9 ノーギア 男子105Kg級 一般 小原 一将 兵庫県 1991 兵庫県協会個人登録

10 ノーギア 男子105Kg級 一般 水野 瞬 京都府 1991 EXSTAGE

11 ノーギア 男子105Kg級 一般 村上 銀次郎 大阪府 1987 8suki gym

12 ノーギア 男子74Kg級 JR 平尾 響 滋賀県 2000 滋賀県協会個人登録

13 ノーギア 男子74Kg級 JR Gunawan Surya 京都府 2002 EXSTAGE

14 ノーギア 男子74Kg級 一般 西村 翼 京都府 1991 EXSTAGE

15 ノーギア 男子74Kg級 JR 丸瀬 裕士 京都府 1999 EXSTAGE

16 ノーギア 男子74Kg級 M1 中垣 雄一朗 兵庫県 1975 フジモトジム

17 ノーギア 男子74Kg級 一般 神吉 祥吾 兵庫県 1995 フジモトジム

18 ノーギア 男子74Kg級 M2 野上 真 鹿児島県 1972 鹿児島県協会個人登録

19 ノーギア 男子74Kg級 一般 米地 航希 京都府 1996 EXSTAGE

20 ノーギア 男子105Kg級 一般 小笠 剛志 兵庫県 1974 パワ-ハウス赤穂

21 ノーギア 男子105Kg級 一般 松井 淳也 兵庫県 1993 RECON

22 ノーギア 男子105Kg級 一般 白川 智也 大阪府 1992 シロクマパワ-ジム

23 ノーギア 男子120Kg超級 一般 山崎 英二朗 大阪府 1969 大阪府協会個人登録

24 ノーギア 男子83Kg級 一般 石田 達樹 兵庫県 1981 兵庫県協会個人登録

25 ノーギア 男子83Kg級 M1 山本 勝三 兵庫県 1975 パワ-ハウス赤穂

26 ノーギア 男子83Kg級 一般 中村 緑 京都府 1990 EXSTAGE

27 ノーギア 男子83Kg級 M2 松田 健志 京都府 1969 EXSTAGE

28 ノーギア 男子83Kg級 M2 岡本 弘行 愛知県 1969 愛知県協会個人登録

29 ノーギア 男子83Kg級 M1 八木 貴之 京都府 1980 EXSTAGE

30 ノーギア 男子83Kg級 一般 川脇 裕太 滋賀県 2002 Muscle Quality

31 ノーギア 男子83Kg級 M3 内藤 雅文 兵庫県 1960 フジモトジム

32 ノーギア 男子83Kg級 M1 坂井 宏輔 兵庫県 1982 グッドコンディション

33 ノーギア 男子83Kg級 一般 塚脇 敏貴 京都府 1999 京優会

34 ノーギア 男子93Ｋg級 SJR 岡村 健史 東京都 2005 東京都協会個人登録

35 ノーギア 男子93Ｋg級 一般 西原 貢央 兵庫県 1983 パワ-ハウス赤穂

36 ノーギア 男子93Ｋg級 一般 高松 恵介 兵庫県 1984 パワ-ハウス赤穂

37 ノーギア 男子93Ｋg級 一般 藤原 和人 兵庫県 1976 雷神ファクトリ-

12 ノーギア 男子59Kg級 M2 藤田 和俊 大阪府 1965 大阪府協会個人登録

13 ノーギア 男子66Kg級 JR 楠田 悠人 兵庫県 2004 兵庫県協会個人登録

14 フルギア 男子74Kg級 JR 石田 大和 大阪府 2000 スポ-ツジムB＆F

15 ノーギア 男子74Kg級 M1 石川 雅人 静岡県 1974 Muscle&Beauty

16 ノーギア 男子74Kg級 M2 松尾 直樹 兵庫県 1963 フジモトジム

17 フルギア 男子74Kg級 一般 比嘉 準 大阪府 1992 8suki gym

18 ノーギア 男子74Kg級 M1 本間 義英 兵庫県 1982 パワ-ハウス赤穂

19 フルギア 男子74Kg級 JR 青山 直樹 大阪府 2000 8suki gym

20 ノーギア 男子74Kg級 一般 福田 晶平 兵庫県 1994 ZEROPOSI

21 ノーギア 男子74Kg級 一般 平田 悠馬 兵庫県 1994 ZEROPOSI

22 フルギア 男子93Ｋg級 一般 山下 保樹 大阪府 1991 8suki gym

23 フルギア 男子83Kg級 一般 松岡 徹 大阪府 1976 WTC藤井寺

第13回赤穂忠臣蔵パワーリフティング選手権大会

令和４年１２月２５日(日)

場所　パワーハウス赤穂

パワーA,B 検量  08時00分　競技開始10時00分

第39回近畿パワーリフティング選手権大会(フルギア)

試技順　スクワットA⇒スクワットB⇒パワーベンチA⇒パワーベンチB⇒シングルベンチA⇒デッドA⇒デッドB

パワーC,D 検量12時30分　競技開始14時30分

ベンチプレスB  検量15時30分　競技開始17時30分
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ベンチプレスA  検量10時30分　競技開始12時30分


