
グループ № パワーorベンチ 競技種別 階級 選手名 生年 都道府県 団体名 突破標準記録

## ベンチ IPC 45Kg級 小林 浩美 1969 福岡県 個人
## ベンチ IPC 50Kg級 中嶋 明子 1975 兵庫県 個人
## ベンチ IPC 49Kg級 三浦 浩 1964 東京都 東京ビックサイト
## ベンチ IPC 59Kg級 光瀬 智洋 1993 兵庫県 株式会社エグゼクティブプロテクション

## ベンチ IPC 59Kg級 城隆志 1960 大分県 個人
## ベンチ IPC 65Kg級 大宅 心季 2004 広島県 個人
## ベンチ チャレンジA 無差別 齋藤勝明 1964 兵庫県 バーベル友の会

## ベンチ IPC 72Kg級 日野 雄貴 1997 兵庫県 個人
## ベンチ IPC 72Kg級 井内 英人 2002 兵庫県 個人
## ベンチ IPC 80Kg級 大堂 秀樹 1974 愛知県 SMBC日興証券株式会社
## ベンチ IPC 80Kg級 永吉隆浩 1990 兵庫県 個人
## ベンチ IPC 88Kg級 田中 翔悟 1985 兵庫県 三菱重工高砂製作所
## ベンチ IPC 88Kg級 大塚博幸 1978 兵庫県 個人
## ベンチ IPC 107Kg級 佐藤 和人 1980 兵庫県 個人
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3 ベンチ クラシック 59kg級 小脇 剛 1979 兵庫県 三菱重工高砂製作所 120
8 ベンチ クラシック 59kg級 渡辺 雄介 1988 栃木県 個人 135
7 ベンチ クラシック 66kg級 仲間 勇人 1968 沖縄県 個人 130
4 ベンチ クラシック 66kg級 福島 靖之 1983 静岡県 エコパジム 130
1 ベンチ クラシック 66kg級 小日向 隆一郎 1974 埼玉県 MANALOA 150
5 ベンチ クラシック 66kg級 鈴木 康太 1982 埼玉県 THE CHAMPIONS 152.5
9 ベンチ クラシック 66kg級 天水 崇継 1998 福岡県 個人 152.5
2 ベンチ クラシック 66kg級 坂下 竜一 1999 東京都 ONI GYM TOKYO 155
6 ベンチ クラシック 66kg級 大平 朝遥 2000 福岡県 個人 160

## ベンチ チャレンジ 無差別 今井裕二 1967 兵庫県 バーベル友の会
## ベンチ チャレンジ 無差別 藤本宏明 1966 兵庫県 バーベル友の会
## ベンチ チャレンジ 無差別 村田恵也 1971 兵庫県 バーベル友の会
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18 ベンチ クラシック 47kg級 餘語 てるみ 1969 兵庫県 フジモトジム 52.5
24 ベンチ クラシック 47kg級 宮本 智子 1967 石川県 Big Evolution Gym 70
12 ベンチ クラシック 52kg級 井原 真奈美 1978 大阪府 WTC藤井寺 60
13 ベンチ クラシック 52kg級 西川 亜紀子 1976 兵庫県 RECON 85
11 ベンチ イクイップ 52kg級 山口 純子 1968 兵庫県 フジモトジム 52.5
25 ベンチ クラシック 57kg級 高松 智美 1971 兵庫県 GYM&BAR PUMP-YA 60
23 ベンチ クラシック 63kg級 山本 英世 2002 兵庫県 個人 77.5
17 ベンチ クラシック 63kg級 坂田 奈美子 1988 大阪府 個人 82.5
19 ベンチ イクイップ 63kg級 櫻 由貴 1995 大阪府 池田会 105
10 ベンチ イクイップ 63kg級 工藤 智恵子 1967 兵庫県 マッスルプロダクション 90
20 ベンチ イクイップ 63kg級 金子 栞 1991 神奈川県 K'sGYM横浜 90
27 ベンチ クラシック 69kg級 大槻 遥子 1994 兵庫県 マッスルプロダクション 70
14 ベンチ クラシック 69kg級 野村 優 2000 京都府 京優会 95
21 ベンチ イクイップ 69kg級 阪口 愛莉 2003 大阪府 K'sGYM 140
15 ベンチ クラシック 76kg級 堀 なつみ 1996 奈良県 個人 75
26 ベンチ クラシック 76kg級 澤 千代美 1949 東京都 個人 72.5
16 ベンチ クラシック 84kg級 鈴村 華 1993 大阪府 池田会 85
22 ベンチ イクイップ 84kg級超 矢澤 晴子 1975 神奈川県 K'sGYM横浜 107.5
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43 パワー クラシック 47㎏級 荻原 香瑞誉 1976 長野県 B.A.D.(BodyArtDesign) 220
50 パワー クラシック 47㎏級 岩宮 望 1980 大阪府 個人 205
44 パワー クラシック 52㎏級 髙津戸 真祐香 1992 神奈川県 ESQUATIR 300
42 パワー クラシック 52㎏級 砂野 遥香 1998 愛媛県 個人 297.5
47 パワー イクイップ 52㎏級 田中 彰子 1964 兵庫県 パワ-ハウス赤穂 310
49 パワー クラシック 57㎏級 宝利 桃華 2004 北海道 NPR 215
48 パワー クラシック 57㎏級 鈴木 春奈 1997 東京都 スポ-ツコミュニティ 262.5
45 パワー クラシック 57㎏級 椙山 千春 1998 愛知県 POWERBOMB!GYM 350
51 パワー クラシック 57㎏級 倉品 真裕子 1985 東京都 ONI GYM TOKYO 320
46 パワー イクイップ 63㎏級 高垣 慶子 1962 兵庫県 グッドコンディション 262.5
52 パワー クラシック 63㎏級 伊波 奈津希 1980 沖縄県 個人 320
58 パワー クラシック 63㎏級 深澤 歩 1988 長野県 B.A.D.(BodyArtDesign) 282.5
54 パワー クラシック 63㎏級 服部 裕穂 1997 大阪府 個人 352.5
60 パワー クラシック 63㎏級 佐藤 伊都 1971 千葉県 株式会社タ-ゲット仁-JIN 235
62 パワー クラシック 63㎏級 本多 まゆみ 1984 福岡県 東インド株式会社 300
53 パワー クラシック 69㎏級 森 千恵美 1983 京都府 EXSTAGE 260
57 パワー クラシック 69㎏級 林 久子 1951 兵庫県 雷神ファクトリ- 355
59 パワー イクイップ 69㎏級 堤 彩夏 1995 京都府 京優会 387.5
56 パワー クラシック 84㎏級 植野 有紀子 1974 大阪府 個人 267.5
61 パワー クラシック 84㎏級超 内山 麗 1988 栃木県 個人 410
55 パワー クラシック 84㎏級超 岡 恵美 1978 岡山県 個人 325
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47 ベンチ イクイップ 59kg級 中田 和夫 1967 大阪府 池田会 135
45 ベンチ イクイップ 59kg級 三浦 浩 1964 神奈川県 K'sGYM横浜 135
42 ベンチ イクイップ 59kg級 小林 亮太 1990 大阪府 K'sGYM 177.5
46 ベンチ イクイップ 59kg級 平川 湧季 2001 神奈川県 K'sGYM横浜 180
48 ベンチ イクイップ 66kg級 石川 貴康 1974 大阪府 K'sGYM 132.5
43 ベンチ イクイップ 66kg級 池田 尚也 1970 大阪府 池田会 157.5
50 ベンチ イクイップ 66kg級 針生 康平 1999 千葉県 K's GYM千葉 170
49 ベンチ イクイップ 66kg級 水野 瑛 1992 神奈川県 K'sGYM横浜 220
44 ベンチ イクイップ 66kg級 椎葉 海人 2001 神奈川県 K'sGYM横浜 150
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ベンチプレス第２セッション　試合開始１２：４０　検量１０：４０－１２：１０

11月5日　土曜日　西面
第1回兵庫県パラパワーリフティング選手権

ベンチプレス第１セッション　試合開始１１：５０　検量９：５０－１１：２０

A

検量08：30ｰ08：55　アップ09：00ｰ09：45　競技開始10：00ｰ10：45

検量09：00ｰ09：35　アップ09：45ｰ10：30　競技開始10：45ｰ11：30

ベンチプレス第４セッション　試合開始１６：２５　検量１４：２５－１５：５５
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ベンチ第3セッション試技開始は、パワー第４セッションベンチプレス競技終了後

パワーリフティング第３セッション　試合開始１４：２０　検量１２：２０－１３：５０
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