
第３１回全日本実業団／第５回全日本教職員ベンチプレス選手権大会　エントリー表

実業団連盟ホームーページ　：　https://jitsugyoudanpower.wixsite.com/my-site

Ａグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

47Kg級 2 山口　未樹 1984 医療法人社団　碧水会　南増尾クリニック 千葉県

63Kg級 10 向井　美結 1990 神奈川県警察 神奈川県

76Kg級 7 田島　瞳 1982 Jeanne ＆ Rudolph 埼玉県

52Kg級 11 上原　麻衣 1982 MAIフルート教室 茨城県

3 大久保　尚子 1977 大久保電業社 茨城県

8 今村　聖子 1976 （株）夢と情熱 東京都

52Kg級 12 柴田　昌美 1965 鳩屋株式会社 埼玉県

63Kg級 4 櫻井　美幸 1969 （株）小松製作所 茨城県

52Kg級 9 木場　恵美子 1962 りらいあコミュニケーションズ（株） 神奈川県

76Kg級 6 安藤　正子 1960 FINE DAYS　虎ノ門診療所 東京都

教職員大会出場選手

1 井出　悠梨恵 1992 富士市立田子浦幼稚園 静岡県

5 高津戸　真祐香 1992 神奈川県立保土ヶ谷養護学校 神奈川県

Bグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

18 藤田　雄次 1984 T＆D情報システム株式会社 埼玉県

22 石井　塁 1973 株式会社 旺文社 東京都

26 鍋島　健太 1989 （福）宇奈月福祉会 富山県

14 竹ノ下　徹 1970 Route21 東京都

23 齋藤　誠弥 1997 知多産業運輸株式会社 福井県

男子マスターズⅠ 59Kg級 19 小林　宏和 1974 神奈川県警察 神奈川県

15 菅沼　広幸 1967 木更津市消防署 千葉県

25 谷田　守 1969 池田食品 株式会社 埼玉県

20 板垣　武志 1967 神奈川県警察 神奈川県

16 野中　哲朗 1962 （株）とちぎんビジネスサービス 栃木県

24 藤本　卓也 1958 ナフコ 神奈川県

21 長澤　修一 1956 横浜市鶴見区役所 神奈川県

男子マスターズⅤ 59Kg級 17 高橋　清一郎 1939 ライフプラザ新緑 神奈川県

教職員大会出場選手

男子一般 59Kg級 13 松本　雄貴 1998 常葉大学附属橘高等学校 静岡県

Cグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

38 山口　佳輝 1985 陸上自衛隊新町駐屯地 群馬県

48 本多　竜己 1998 木更津市消防署 千葉県

44 志田　恵佑 1992 木更津市消防署 千葉県

30 芦澤　友太 1992 デジタル庁 宮城県

52 菅野　達也 1973 陸上自衛隊霞目駐屯地 宮城県

36 横須賀　郁夫 1982 東洋紡株式会社 栃木県

40 中澤　悠樹 1979 （株）レインズインターナショナル 千葉県

54 染谷　義彦 1975 柏市役所 千葉県

32 堀切　勇太 1978 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

50 カルロス　福田 1972 Top Challenge （株） 東京都

42 芦崎　高志 1971 （福）宇奈月福祉会 富山県

34 岡田　直樹 1970 有限会社　岡田 千葉県

男子マスターズⅢ 66Kg級 46 外山　尚人 1959 日揮ユニバーサル 神奈川県

男子マスターズⅣ 66Kg級 28 増田　秀雄 1950 （株）太陽工業 神奈川県

教職員大会出場選手

31 森　敬 1963 北海道帯広農業高等学校 北海道

37 鈴木　康太 1982 東京都大田区立雪谷小学校 埼玉県

女子一般

女子マスターズⅢ

52Kg級

66Kg級

男子一般 59Kg級

男子マスターズⅡ 59Kg級

男子一般

男子マスターズⅠ

66Kg級

試　　技

試　　技

試　　技

59Kg級

男子一般 66Kg級

男子マスターズⅡ 66Kg級

57Kg級
女子マスターズⅠ

女子マスターズⅡ

女子一般

男子マスターズⅢ



Dグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

教職員大会出場選手

43 工藤　元基 1987 台東区立黒門小学校 千葉県

27 水上　雄亮 1980 武蔵高等学校中学校 東京都

35 井出　光弘 1961 富士市立吉原第三中学校 静岡県

53 山田　賢 1992 市川市立妙典小学校 千葉県

41 風間　拓也 1988 南丹市立美山中学校 京都府

55 仲舛　桂樹 2000 守恒小学校 福岡県

33 齋藤　早永 1990 群馬県立太田工業高等学校 群馬県

47 柳田　正美 1976 埼玉平成高等学校 埼玉県

39 伊藤　達也 1981 江東区立第一亀戸小学校 千葉県

49 櫻井　良祐 1989 北海道教育大学 北海道

29 中谷　伸一郎 1992 岐阜県立恵那南高等学校 岐阜県

51 高橋　大幸 1973 都立墨東特別支援学校 東京都

45 小嶋　裕太 1989 法政大学 埼玉県

Eグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

60 春日　優二 1984 木更津市消防署 千葉県

79 小川　渉 1984 木更津市消防署 千葉県

86 三木　聖也 1996 スポーツクラブAXTOS willアマドゥ 兵庫県

66 長山　翔 1982 東昇建設株式会社 栃木県

72 大宮　勇一 1983 （株）ダイエー 宮城県

56 深田　友明 1979 アイシン（株） 愛知県

89 内堀　健太 1975 内堀健太鍼灸院 福岡県

69 野口　雄司 1971 （株）羽田パイプ製造所 東京都

90 大橋　薫 1965 NEC 千葉県

63 上村　数明 1968 株式会社アクアテクノシステムズ 東京都

83 石井　清美 1970 サムコ株式会社 神奈川県

76 我妻　徹 1968 大河原町役場 宮城県

57 大塚　実 1968 体育衣料のM＆E 埼玉県

84 大村　和久 1956 大村企画 愛知県

77 林　英生 1961 津市市役所 三重県

65 相澤　寅治 1962 （有）ロジックス 神奈川県

58 阿部　正明 1959 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

男子マスターズⅣ 74Kg級 71 後藤　靖夫 1951 （有）入曽写真館 埼玉県

男子マスターズⅤ 74Kg級 59 照井　清 1941 東芝 神奈川県

Fグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

87 飯沼　俊明 1987 平成医療福祉グループ 神奈川県

80 吉田　怜司 1988 SUNNY GYM 神奈川県

73 本多　塁 1996 オークラ工業株式会社 兵庫県

67 西村　義明 1996 （株）NCネットワーク 大阪府

88 早見　優樹 1998 木更津市消防署 千葉県

74 植木　太智 2000 木更津市消防署 千葉県

61 瓜生　卓 1991 （株）夢と情熱 東京都

81 宮崎　一将 1997 環協株式会社 兵庫県

68 吉村　護 1980 リーガルパワー司法書士事務所 東京都

82 渡会  英樹 1973 （株）小松製作所 栃木県

62 山村　敬幸 1975 全日警仙台支社 宮城県

75 安田　和臣 1976 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

91 山根　淳 1965 （株）リコー 神奈川県

70 小島　勝信 1966 МＵＦＲ 埼玉県

64 福島　栄治 1972 神奈川県警察 神奈川県

男子マスターズⅢ 83Kg級 85 谷田　真 1962 警視庁　亀有警察署 埼玉県

男子マスターズⅣ 83Kg級 78 藤本　章夫 1949 藤本スポーツ会館 兵庫県

男子一般 74Kg級

試　　技

試　　技

試　　技

74Kg級

74Kg級

男子一般 83Kg級

男子マスターズⅠ

男子マスターズⅡ

男子マスターズⅢ

74Kg級

74Kg級

男子マスターズⅠ 83Kg級

男子マスターズⅡ 83Kg級

男子一般

83Kg級



Gグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

男子一般 93Kg級 103 前田　智昭 1988 駿東伊豆消防本部 静岡県

男子マスターズⅠ 93Kg級 115 山田　洋平 1978 （株）夢と情熱 東京都

102 志田　信也 1964 医療法人社団　楽聖会 山形県

114 横山　政雄 1971 横浜市消防局　鶴見消防署 神奈川県

95 竹内　義裕 1967 京成バス（株） 千葉県

113 髙橋　和幸 1970 神奈川県警察 神奈川県

男子マスターズⅢ 93Kg級 92 花田　隆 1953 花田商会 兵庫県

112 小野　和久 1962 仙台市消防局 宮城県

93 古賀　宏和 1991 精興園 福岡県

105 湯浅　正信 1962 板橋区役所 埼玉県

97 秦　祐太朗 1993 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

110 小原　一将 1991 播磨環境管理センター（株） 兵庫県

男子マスターズⅠ 105Kg級 98 岩元　健太郎 1977 株式会社エキップ 神奈川県

男子マスターズⅡ 105Kg級 108 堀　康彦 1968 東京スクールオブビジネス 神奈川県

Hグループ

lot 生 順

カテゴリ 階級 No 選 手 名 年 所　属 都道府県 体重 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 記録 位

106 野口　昌利 1994 サントリー食品インターナショナル（株） 広島県

100 高山　洋之 1985 神奈川県警察 神奈川県

117 倉富　翔大 1991 thinkrun 福岡県

男子マスターズⅢ 120Kg級 99 渡辺　明彦 1958 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

男子一般 ＋120Kg級 101 作原　恵太 1985 日本製鉄（株） 東日本製鉄所 君津地区 千葉県

男子マスターズⅠ ＋120Kg級 107 内藤　智也 1973 神奈川県警察 神奈川県

教職員大会出場選手

104 中村　信憲 1987 学校法人　笹目学園 埼玉県

116 坂上　淳 1978 千葉県立特別支援学校　流山高等学園 千葉県

111 岩本　一将 1995 千葉市立桜木小学校 千葉県

94 日渡　勝則 1967 真岡工業高校 栃木県

109 内山　直彦 1986 南那須特別支援学校 栃木県

120Kg級 96 宮本　覚道 1978 あかつき幼稚園 岐阜県

試　　技

男子マスターズⅡ 93Kg級

男子一般 105Kg級

試　　技

93Kg級

105Kg級

男子一般 120Kg級

男子一般


