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２０２２年８月１６日 

ＪＰＡ 理事会 御中 

ＪＰＡ国際委員会 

 

 

２０２２年 世界サブジュニア・ジュニアパワーリフティング選手権大会 

日本代表選手団名簿 

 

 

 

表記の大会に参加する役員、選手について承認願います。 

 

 

 

・期 間    ２０２２年８月２６日～９月４日 

・開催地    イスタンブール / トルコ 

 

 

１  役員（２名） 

職  名 氏  名 都道府県・所属団体 

団長  

 

中村 英明 

NAKAMURA Hideaki 

埼玉県 

埼玉県立草加高等学校 

副団長 藤野 毅 

FUJINO Tsuyoshi 

埼玉県 

浦和学院高等学校 

 

２ エクイップ部門 選手 

男子Ｓｊｒ.（４名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

59 島村 朋季 

SHIMAMURA Tomoki 

埼玉県 

春日部共栄高校 

第 21 回全日本サブジ

ュニアパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

66 小島 悠生 

KOJIMA Yuki 

埼玉県 

春日部共栄高校 

第 21 回全日本サブジ

ュニアパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

74 下川 陽向 

SHIMOKAWA Hinata 

埼玉県 

埼玉県立草加高等学校 

第 21 回全日本サブジ

ュニアパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

74 齊藤 瑞祈 

SAITOU Mizuki 

埼玉県 

埼玉県立草加高等学校 

第 21 回全日本サブジュニ

アパワー83kg 級 １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の３項による 

 

男子Ｊｒ.（１名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

83 後藤 優誠 

GOTO Yusei 

広島県 

瀬野川トレーニングクラブ 

第 41 回全日本ジュニ

アパワー ２位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の２項による 
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３ クラシック部門 選手 

女子Ｓｊｒ.（３名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

52 西山 友菜 

NISHIYAMA Yuna 

埼玉県 

浦和学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラシッ

クパワー57kg 級 １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

57 戸塚 真奈美 

TOTSUKA Manami 

埼玉県 

常総学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラシッ

クパワー52kg 級 １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

63 山口 紗奈 

YAMAGUCHI Sana 

埼玉県 

常総学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

 

女子Ｊｒ.（２名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

52 牧 安里紗 

MAKI Arisa 

千葉県 

StrengthGym TokyoBay 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

63 野村 優 

NOMURA Yu 

京都府 

京優会 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

 

男子Ｓｊｒ．（８名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

53 神田 蒼生 

KANDA Soki 

埼玉県 

浦和学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

59 大場 浩樹 

OBA Hiroki 

茨城県 

清真学園高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

59 犬伏 隆一 

INUBUSHI Ryuichi 

徳島県 

隼 GYM 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー ２位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の３項による 

66 金田 大和 

KANEDA Yamato 

埼玉県 

埼玉県立草加高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

74 光岡 蓮人 

KAWASHIMA Tatsuya 

愛知県 

岡崎城西高校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー ３位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の２項による 

93 光岡 大晴 

MITSUOKA Taisei 

愛知県 

岡崎城西高校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 

93 原田 孝太郎 

HARADA Kotaro 

埼玉県 

浦和学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー ２位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の３項による 

105 飯塚 照元 

IIZUKA Shogen 

埼玉県 

浦和学院高等学校 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の 1 項による 
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男子 Jｒ．（６名） 

階級 氏   名 都道府県・所属団体 選考大会・順位 選考理由 

59 佐藤 大河 

SATO Taiga 

宮城県 

STEEZE 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の１項による 

59 吉岡 京介 

YOSHIOKA Kyosuke 

香川県 

個人 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー ２位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の３項による 

66 村田 侑司 

MURATA Yuji 

京都府 

EXSTAGE 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー ３位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の２項による 

74 山田 航也 

YAMADA Koya 

長野県 

BAD 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の１項による 

83 石井 蓮 

ISHI Ren 

千葉県 

StrengthGym TokyoBay 

第 27 回ジャパンクラ

シックパワー １位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の１項による 

105 佐藤 陽太郎 

SATO Yotaro 

宮城県 

STEEZE 

第 27 回ジャパンクラシッ

クパワー120kg 級 ３位 

国際大会派遣選手選考規

程第 3 条の２項による 

 

尚、付き添いは次のとおり（２名） 
氏   名 都道府県・所属団体 選手との関係 

後藤 衆治 

GOTO Shuji 

広島県 

瀬野川トレーニングクラブ 

後藤 優誠セコンド 

大場 正浩 

OBA Masahiro 

茨城県 

個人 

大場 浩樹セコンド 

 

 

※参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際大会派遣選手選考規程より抜粋 
 

第３条（選考条件） 
１  前条第２項において指定された選考大会に出場し、その出場階級において優勝した競技者は、前条第２項で

該当する国際大会の出場権利を得るものとする。 
２ 前条第２項において指定された選考大会の出場階級において優勝した競技者が、該当する国際大会への出場を

辞退した場合、同一大会における同一階級の次順位の競技者が出場権利を得るものとし、以降も同様とする。 
３  欠員のある階級が生じた場合は、前条第１項に定める選考大会に出場した該当しない階級の次順位競技者の中

より、フォーミュラ係数の高い順に派遣枠が満たされるまで、出場権利を付与することができる。 
 


