
第26回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会　ジム団体対抗戦

階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数 階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数

男子66kg M2 西田 学 女子47kg M1 山本 加代

男子74kg M1 山本 了祐 女子52kg M2 張吉 博子

男子93kg M1 越野 貴史 女子57kg M1 川端 友巳

男子105kg M1 金山 尚治 女子57kg M1 佐津 彩

女子63kg M1 矢田 和砂

女子52kg M2 近藤 まゆみ 女子76kg M3 坂本 佳世子

女子52kg M4 杉山 奈緒子

女子69kg M3 中根 春美 女子69kg M4 林 久子

男子66kg M3 井中 宏史 男子59kg M1 日野田 亮

男子59kg M2 霜浦 宣也

女子47kg M3 三宅 栄子 男子66kg M1 山本 隆太

男子83kg M1 中藤 友樹 男子66kg M1 井上 雄介

男子83kg M2 宮﨑 智司 男子83kg M1 藤原 和人

第26回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会　都道府県対抗戦

階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数 階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数

女子47kg M3 三宅 栄子 女子47kg M1 山本 加代

女子84+kg M1 岡 恵美 女子52kg M2 張吉 博子

男子59kg M1 大内 俊幸 女子57kg M1 川端 友巳

男子83kg M1 中藤 友樹 女子57kg M1 佐津 彩

男子83kg M2 宮﨑 智司 女子63kg M1 矢田 和砂

男子93kg M2 中島 更造 女子76kg M3 坂本 佳世子

男子105kg M3 香西 和義

男子59kg M1 花岡 友徳

女子57kg M2 鳴瀬 智子 男子66kg M2 木村 淳

女子69kg M3 市川 隆子 男子105kg M2 井上 洋徳

男子59kg M3 石川 健作

男子66kg M2 宮本 直哉 女子47kg M2 藤原 久美子

男子74kg M1 松山 聡 女子52kg M2 古屋 典子

男子74kg M1 小泉 安弘 女子52kg M4 木村 初子

男子74kg M2 大友 義明 男子59kg M3 山口 和久

男子93kg M1 石垣 広三 男子66kg M1 古橋 剛

男子93kg M2 川上 歩 男子66kg M3 渡辺 正一

男子105kg M2 吉松 武志 男子66kg M4 蜂須 貢
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第26回ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング選手権大会　都道府県対抗戦

階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数 階級 ｶﾃｺﾞﾘｰ 選手名 順位 点数

女子47kg M2 岡本 美樹 女子57kg M1 村山 絵理

女子57kg M2 寺村 美香 女子63kg M2 篠原 千絵

男子59kg M3 浦木 光博 女子76kg M3 村松 由美子

男子74kg M2 伊藤 学 男子66kg M2 小沢 伸章

男子66kg M3 中村 英明

女子76kg M1 植野 有紀子

男子59kg M1 白石 匡 女子52kg M1 寺本 百合子

男子66kg M2 藤川 慶二 女子52kg M1 中澤 友佳

男子66kg M4 山本 太郎 女子52kg M2 近藤 まゆみ

男子74kg M2 堂井 真 女子52kg M4 杉山 奈緒子

男子74kg M3 安倉 明徳 女子69kg M3 中根 春美

男子83kg M1 歯朶尾 浩行 女子84kg M1 梅村 優子

男子83kg M3 古田 晴彦 男子59kg M1 石川 康二

男子83kg M3 大八木 正泰 男子59kg M2 加納 勉

男子93kg M1 杉浦 健吾 男子66kg M1 田中 貴徳

男子93kg M2 藤田 和樹 男子66kg M2 竹川 佳克

男子105kg M2 秋山 克己 男子66kg M3 井中 宏史

男子74kg M3 大村 和久

女子52kg M1 内田 夏苗 男子83kg M1 髙口 昌士

女子63kg M1 對馬 みつ美 男子93kg M3 安藤 亮

女子76kg M1 芦川 聖子 男子120kg M3 二宮 正晴

男子59kg M1 鈴木 研太郎

男子59kg M2 村上 和彦 女子52kg M2 田中 彰子

男子59kg M4 川上 京司 女子57kg M1 田中 まり子

男子59kg M4 内山 新太郎 女子63kg M2 奥村 真弓

男子66kg M2 岩本 誠一郎 女子69kg M2 高垣 慶子

男子74kg M1 水上 雄亮 女子69kg M4 林 久子

男子74kg M1 滝田 治之 男子59kg M1 日野田 亮

男子74kg M3 岩本 雅彦 男子59kg M2 霜浦 宣也

男子83kg M1 中根 伸悟 男子66kg M1 山本 隆太

男子83kg M1 吉村 護 男子66kg M1 森宗 雅也

男子83kg M2 小岩 善明 男子66kg M1 井上 雄介

男子83kg M3 荒石 一由 男子66kg M2 西田 学

男子83kg M3 原田 勢司 男子66kg M2 吉田 夏樹

男子93kg M1 古屋 俊守 男子66kg M3 三木 浩史

男子93kg M1 富岡 努 男子74kg M1 山本 了祐

男子93kg M1 山田 洋平 男子74kg M3 内藤 雅文

男子93kg M2 藤川 賢治 男子74kg M4 藤本 章夫

男子93kg M2 浅井 幸洋 男子83kg M1 藤原 和人

男子93kg M2 小泉 彰 男子83kg M3 伊藤 順三

男子93kg M3 羽田野 正 男子93kg M1 越野 貴史

男子105kg M1 佐々木 陽一 男子93kg M1 小笠 剛志

男子105kg M2 中村 敏雄 男子105kg M1 金山 尚治

男子120kg M1 岩波 吾猛 男子105kg M1 斉藤 幸延
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