
【エントリー・グループ分け進行表】 競技開始 １０：３０～
【Ａコート （５０名）】 【Ｂコート （４９名）】

　　　　　　 　　　　 　　　 競技予測時間　 １０：３０～１４：４５

lot. 階級 氏名 生年 都道府県 所属 ｶﾃｺﾞﾘｰ lot. 階級 氏名 生年 都道府県 所属 ｶﾃｺﾞﾘｰ

8 男子83kg 福田　尭 2000 愛知県 ちからこぶ 一般 19 男子59kg 山口 和晃 1987 愛知県 ＮＩＮＪＡＰＡＮ 一般

2 日比野 智之 1984 愛知県 東名アスレチック 一般 21 奥野 昌樹 1993 愛知県 ゴールドジム愛知 一般

3 福島 勇輝 1986 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ 一般 26 土屋 潤人 2000 愛知県 愛知学院大学 一般

10 伊藤 裕太 1989 静岡県 エコパジム 一般 16 松本 雄貴 1998 静岡県 個人 一般

14 原田 新介 1997 愛知県 個人 一般 20 宮崎 賀寿雄 1986 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ 一般

13 仲田 廣人 1994 愛知県 パワーフィットネス 一般 25 大関 幹人 1988 静岡県 MY PACE FITNESS 一般

12 山口 貴也 1991 愛知県 ＰＯＷＥＲ ＢＯＭＢ！ ＧＹＭ 一般 24 山田 翔也 1989 愛知県 ＰＯＷＥＲ ＢＯＭＢ！ ＧＹＭ 一般

7 重井ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛｼﾞﾒﾈｽ 1987 静岡県 個人 一般 17 山﨑 　祐 1995 静岡県 MY PACE FITNESS 一般

4 男子93kg 西澤 佑介 1980 愛知県 個人 Ｍ１ 18 中塚 茂樹 1989 愛知県 個人 一般

5 安藤　亮 1960 愛知県 個人 Ｍ３ 28 後藤 直樹 1973 愛知県 ちからこぶ Ｍ１

9 男子105kg 友松 蒼司 1997 岐阜県 個人 一般 27 谷口 幸男 1970 三重県 トレーニングジムＫＥＮＫＯＤＯ Ｍ２

11 奥山 拓哉 2001 三重県 トレーニングジムＫＥＮＫＯＤＯ 一般 23 男子66kg 川上　潔 1973 愛知県 ちからこぶ Ｍ１

1 廣渡 浩平 1987 愛知県 高取JAPAN 一般 22 石川 康二 1975 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ Ｍ１

6 鶴田 義将 1989 愛知県 ゴールドジム愛知 一般 15 足立 和男 1943 愛知県 ＰｏｗｅｒＬｉｎｅ Ｍ４

39 男子93kg 今泉 壮太郎 2003 愛知県 愛知学院大学 ＪＲ 53 男子66kg 菊池 健太 1997 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ 一般

31 成瀬　竜 1990 静岡県 エコパジム 一般 51 井中 宏史 1957 愛知県 ちからこぶ 一般

33 鈴木 躍丸 1994 愛知県 ちからこぶ 一般 50 伊藤 貴洋 1984 岐阜県 個人 一般

35 中村 有希 1990 愛知県 ちからこぶ 一般 54 酒井 比呂 1995 静岡県 エコパジム 一般

34 後藤 　涼 1991 三重県 トレーニングジムＫＥＮＫＯＤＯ 一般 49 吉田 朝陽 2003 静岡県 エコパジム 一般

29 吉村 直則 1978 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ 一般 48 森下 剣人 1988 三重県 桑名体育館ＴＣ 一般

42 西村 直樹 1989 三重県 トレーニングジムＫＥＮＫＯＤＯ 一般 44 池田 晃一 1992 愛知県 蒲郡トレーニングセンター 一般

36 男子105kg 斎田 英之 1974 静岡県 個人 Ｍ１ 45 加藤 博行 1991 岐阜県 個人 一般

38 平松 友也 1978 愛知県 ゴールドジム愛知 Ｍ１ 43 武安 純平 1995 三重県 個人 一般

30 當山 　宰 1977 愛知県 ゴールドジム愛知 Ｍ１ 47 山中 悠嗣 1997 愛知県 個人 一般

40 蟹江 秀信 1963 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ Ｍ２ 46 高川 和也 1987 静岡県 MY PACE FITNESS 一般

37 男子120kg 梅村 優利 2005 愛知県 ＰｏｗｅｒＬｉｎｅ ＳＪＲ 52 長瀬 祐司 1964 岐阜県 THE STRONGEST WARRIORS Ｍ２

41 永井 雄太 1994 三重県 個人 一般

32 工藤 晃一 1987 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ 一般

第２セッション　コスチューム→９：３０～ 　　検量１２：４５～　 　　　競技予測時間　１４：４５～１８：１５

lot. 階級 氏名 生年 都道府県 所属 ｶﾃｺﾞﾘｰ lot. 階級 氏名 生年 都道府県 所属 ｶﾃｺﾞﾘｰ

57 女子47kg 石川 知奈 2006 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ ＳＪＲ 67 男子66kg 小川 愛翔 2003 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ ＪＲ

56 武山 恵里 1984 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ 一般 72 松本 一志 2001 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ ＪＲ

59 西山 佳子 1975 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ Ｍ１ 69 男子74kg 別所 勇希 2000 愛知県 愛知学院大学 ＪＲ

61 女子52kg 竹本 朱里 2003 愛知県 ＰｏｗｅｒＬｉｎｅ ＪＲ 74 杉浦 康宏 1994 愛知県 ちからこぶ 一般

65 深澤 冴月 2000 静岡県 個人 一般 75 シルバ中村 ビクトル 1994 愛知県 ちからこぶ 一般

64 可児 理恵 1979 岐阜県 フェニックスジム 一般 66 木村 智治 1975 静岡県 個人 一般

58 山田 菜央 1984 愛知県 個人 一般 73 松本 泰地 1989 三重県 個人 一般

62 寺本 百合子 1974 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ Ｍ１ 71 矢野 隼大 1996 愛知県 個人 一般

55 藤田 真理子 1972 愛知県 個人 Ｍ２ 70 福井 大地 1994 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ 一般

60 大橋 秀子 1967 愛知県 個人 Ｍ２ 68 横山 健人 1992 岐阜県 個人 一般

63 近藤 まゆみ 1970 愛知県 ちからこぶ Ｍ２ 76 谷口 了平 1981 愛知県 ちからこぶ Ｍ１

77 女子57kg 福島 未里 1991 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ 一般 93 男子74kg 日高 真二 1965 愛知県 個人 Ｍ２

80 椙山 千春 1998 愛知県 ＰＯＷＥＲ ＢＯＭＢ！ ＧＹＭ 一般 95 植松　剛 1968 愛知県 個人 Ｍ２

85 勝 美有紀 1989 愛知県 蒲郡トレーニングセンター 一般 90 田中 貴徳 1972 愛知県 ゴールドジム愛知 Ｍ２

86 小川 摩耶 1983 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ 一般 99 岩間 千晃 1960 愛知県 ゴールドジム愛知 Ｍ３

81 杉山 有紀 1980 静岡県 スポーツクラブパサージュ Ｍ１ 98 林　英生 1960 三重県 個人 Ｍ３

87 女子63kg 河合 美里 1993 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ 一般 96 男子83kg 青山 裕紀 1982 愛知県 ＰＯＷＥＲ ＢＯＭＢ！ ＧＹＭ Ｍ１

83 河村　絢子 1977 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ Ｍ１ 88 清水　若登 1978 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ Ｍ１

78 女子69kg 中根 春美 1961 愛知県 ちからこぶ Ｍ３ 89 鞘本 誠二 1971 愛知県 個人 Ｍ２

82 女子76kg 梅村 優子 1974 愛知県 ＰｏｗｅｒＬｉｎｅ 一般 97 林田 和彦 1970 愛知県 個人 Ｍ２

79 平田 佐知子 1984 静岡県 東部トレーニングセンター 一般 91 佐藤 浩幸 1962 愛知県 ちからこぶ Ｍ３

84 女子84kg超 前田 みゆき 1973 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ Ｍ１ 94 松本 幸信 1948 愛知県 個人 Ｍ４

92 フルギア男子83kg 内窪 啓太郎 1977 愛知県 ちからこぶ Ｍ１

※第２セッションの選手は、競技開始１０：３０迄にラック高を計測してください。（競技中は測れません！）

【第４８回東海パワーリフティング選手権大会　９９名】

Ｂグループ      １４名 Ｂグループ      １２名

Ｄグループ     １２名

Ｃグループ     １１名 Ｃグループ     １１名

Ｄグループ     １１名

第1セッション　　　　Ａグループ→検量・コスチューム８：３０～　           Ｂグループ→検量・コスチューム９：００～

Ａグループ     　１４名 Ａグループ      １４名



NO. 氏名 生年 都道府県 所属 IPF Points 順位

1 軽量級 武山 恵里 1984 愛知県 Ｃｕｒｅ－Ｃａｒｅ

2 軽量級 深澤 冴月 2000 静岡県 個人

3 軽量級 可児 理恵 1979 岐阜県 フェニックスジム

4 軽量級 福島 未里 1991 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ

5 軽量級 椙山 千春 1998 愛知県 ＰＯＷＥＲ ＢＯＭＢ！ ＧＹＭ

1 重量級 河合 美里 1993 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ

2 重量級 梅村 優子 1974 愛知県 ＰｏｗｅｒＬｉｎｅ

3 重量級 平田 佐知子 1984 静岡県 東部トレーニングセンター

　　尚、1位選手が辞退した場合は、２位の選手を選考する。さらに辞退の場合は３位、４位選手と順次選考する。

NO. 階級 氏名 生年 都道府県 所属 PL Total IPF Points 順位

1 男子59kg 山口 和晃 1987 愛知県 ＮＩＮＪＡＰＡＮ

2 奥野 昌樹 1993 愛知県 ゴールドジム愛知

3 土屋 潤人 2000 愛知県 愛知学院大学

4 松本 雄貴 1998 静岡県 個人

5 宮崎 賀寿雄 1986 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ

6 大関 幹人 1988 静岡県 MY PACE FITNESS

1 男子66kg 菊池 健太 1997 愛知県 ＭＢＣ ＰＯＷＥＲ

2 井中 宏史 1957 愛知県 ちからこぶ

3 伊藤 貴洋 1984 岐阜県 個人

4 酒井 比呂 1995 静岡県 エコパジム

5 吉田 朝陽 2003 静岡県 エコパジム

6 森下 剣人 1988 三重県 桑名体育館ＴＣ

1 男子74kg 杉浦 康宏 1994 愛知県 ちからこぶ

2 シルバ中村 ビクトル 1994 愛知県 ちからこぶ

3 木村 智治 1975 静岡県 個人

4 松本 泰地 1989 三重県 個人

1 男子83kg 福田　尭 2000 愛知県 ちからこぶ

2 日比野 智之 1984 愛知県 東名アスレチック

3 福島 勇輝 1986 静岡県 Ｆ．Ｔ．ＧＹＭ

4 伊藤 裕太 1989 静岡県 エコパジム

1 男子93kg 成瀬　竜 1990 静岡県 エコパジム

2 鈴木 躍丸 1994 愛知県 ちからこぶ

3 中村 有希 1990 愛知県 ちからこぶ

1 男子105kg 友松 蒼司 1997 岐阜県 個人

2 奥山 拓哉 2001 三重県 トレーニングジムＫＥＮＫＯＤＯ

1 男子120kg 永井 雄太 1994 三重県 個人

大きい選手を選考する。　　※尚、表彰は実施しません。　大会後に女子２名、男子１８名を発表致します。

※成年女子はIPF Pointsの大きい選手を軽量級から１名、及び重量級から１名選考する。

※成年男子は各階級の１位～３位の選手１８名を選考する。

そして、失格選手及び辞退選手が出て１８名に充足しない場合は、４位の選手の中から順次IPF Pointsの

第７７回いちご一会とちぎ国体公開競技東海ブロック選考会エントリー表



 

第４８回東海パワーリフティング選手権大会 新型コロナウイルス対策ガイドライン 

無観客試合として、参加者リスト以外及び検温時３７．５℃以上の方は入館できません！ 

① 会場に入館する際は、入場者全員必ずマスクを着用してください。 

 

② 受付 Ａグループ→８：２０～  Ｂグループ→８：５０  第２セッション→９：１５～ 

アルコール消毒、検温を実施して、参加者リスト確認事項のチェックをお願いいたします。 

受付の混雑を避けるために、時間前の受付は控えてください。 

 

■参加者確認事項 大会当日２週間前における以下の事項を確認して、該当がなければチェックを入れてください。 

 

・平熱を超える発熱はないか。 

・咳、喉の痛みなど風邪の症状はないか。 

・嗅覚や味覚の異常はないか。 

・体を重いと感じたり、疲れやすい等ないか。 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触はなかったか。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないか。 

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航 

 または、当該在住者との濃厚接触はないか。 

③ 検量順は設定しません。各グループの検量時間を厳守してください。 

靴下着用を、任意対応とする（但し、検量体重ギリギリの人、戦略的に体重を軽くしたい選手は脱いでも良い） 

裸足の選手検量後は、ペーパータオルで拭く。 

 

④ 検量・コスチュームチェックは、１ｍを目安に間隔を空け待機して３密を避けてください。 

 

⑤ 炭酸マグネシウム（粉タイプ）は使用しないで下さい。自身で必要とする場合は液体チョークを用意して下さい。 

液体チョークは、コスチュームチェック時にチェックします。 

 

⑥ アップ場にて使用したシャフト及びプレート等は使用の都度、アルコールで消毒してください。順番を待つ方は１ｍ程

度の間隔を空けてください。選手は試技中以外、可能な限りマスク着用をお願いします。 

 

⑦ 入館中は、大きな声で会話、応援等を行わないでください 

 

⑧ 飲食については、指定場所以外で行わず周囲の人となるべく距離を取って対面を避け会話は控えめにしてください 

 

⑨ 表彰は、会場片付け後に、表彰台を使用せず間隔を空けて手渡しで実施し、受取後は速やかに退館してください。 

 

⑩ 第１セッション選手のメダル・賞状は、第２セッション競技中に入口受付に準備しますので、お持ち帰り下さい。 

 

⑪ 退館時は、各自が荷物を置いて使用していた観客席の場所を各自がアルコール消毒してお帰り下さい。 

 

⑫ ゴミは全てお待ち帰りください。 


