
27日ベンチプレスチャレンジエントリーとスケジュール

10：00　全グループ検量（着衣で検量－2㎏）　※検量は大会中いつでも可能ですが、自身の試合の30分前までにはお越しください。

11：00　Aグループ試合開始

11：40　Aグループ終了。Aグループ表彰式

12：00　Bグループ試合開始

12：40　B4グループ終了。Bグループ表彰式

13：00　Cグループ試合開始

13：30　Cグループ終了。Cグループ表彰式

Group No. 名前 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

1 長浜 美咲 ナガハマ ミサキ 女子50㎏以下級 都内のエニタイムフィットネスで働いています！頑張りたいと思います！

2 飯島 佑奈 イイジマ ユウナ 女子60㎏以下級

3 谷川 友紀 タニカワ ユキ 女子60㎏以下級

4 Hood Sherri フード シェアリ 女子70㎏以下級 I want my students at kindergarten to think I am a cool teacher.

5 塚本 美紀 ツカモト ミキ 女子70㎏以下級 自己ベスト目指して頑張ります。

6 岩井 知子 イワイ トモコ 女子70㎏以下級
コンテスト後に落ちた重量を公式記録まで元に戻し、できれば今までの記録よりも重量をのばす目標の為エントリーしまし

た。よろしくお願いします。

7 新城 克敏 シンジョウ カツトシ 男子70㎏以下級 初めての大会なので頑張ります！

8 古賀 翔太 コガ ショウタ 男子70㎏以下級

9 増田 純樹 マスダ ジュンキ 男子70㎏以下級 頑張りたいです！

10 山本 拓巳 ヤマモト タクミ 男子70㎏以下級

11 義澤 慶直 ヨシザワ ヨシナオ 男子70㎏以下級

筋力トレーニングはポッコリお腹をバキバキのシックスパックの腹筋にしたいという願望と同時に、ゴルフの飛距離アップ

の為に始めました。リニューアルされたゴールドジム町田店の素晴らしい環境にも恵まれて、いつの間にかズッポリとハ

マってしまいました(笑)

お陰様でドライバーの飛距離は300ヤード(約274メートル、1ヤード：0.9144メートル)を超えるようになりました。今大会

では皆さんのお力をお借りして新記録を出したいと思います。応援よろしくお願いします。

12 飛田 渉 トビタ ワタル 男子70㎏以下級 YouTubeチャンネル【とびちゃんねる】よろしくお願いします！！

Group No. 名前 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

13 彦坂 義大 ヒコサカ ヨシヒロ 男子80㎏以下級
１２０.0キロを前回更新したので、ここまで様々な筋トレで事故も乗り越えてこの舞台にまた立ってます！

自己ベスト目指します！

14 伊藤 和貴 イトウ カズキ 男子80㎏以下級 70kg以下級で出場したかったです。

15 高橋 大幸 タカハシ ヒロユキ 男子80㎏以下級 15年ぶりのベンチプレスです。元パワーリフターなので、御心配なく。自宅トレーニーですが、目標は100kgです。

16 工藤 元基 クドウ モトキ 男子80㎏以下級

17 濱本 久平 ハマモト ヒサヨシ 男子80㎏以下級

18 小堀 雄人 コボリ ユウト 男子80㎏以下級 自分のマックス重量を更新できるようにがんばります！

19 三木 聖也 ミキ セイヤ 男子80㎏以下級 自己ベスト目指してがんばりまーす

20 亀田 孝典 カメダ タカノリ 男子80㎏以下級 背中が痒いです

21 佐藤 拓未 サトウ タクミ 男子80㎏以下級
開催いただきありがとうございます。普段はジムよりもサウナ優先しがちですが、大会を目指すとなると、自然とジムに足

が向かいます。サウナとジムのスーパーセットで鍛えた力、発揮します…！

22 伊藤 達也 イトウ タツヤ 男子80㎏以下級

23 大杉 勇 オオスギ イサム 男子80㎏以下級

24 座波 佑爾 ザハ ユウジ 男子80㎏以下級 大会に出るのは初めてなので全力で自己最高のベンチプレスをします！

Group No. 名前 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

25 早川 剛史 ハヤカワ タケシ 男子90㎏以下級 年寄りなんで、お茶飲み気分で参ります。

26 前川 昂大 マエカワ コウダイ 男子90㎏以下級 自己ベスト更新を目指します。

27 飯沼 俊明 イイヌマ トシアキ 男子90㎏以下級

28 澤畑 恵一 サワハタ ケイイチ 男子90㎏以下級
今回が初めての大会出場ですが、大会当日までに少しでも重量が上がるように調整していきたいです。そして、私にとって

ビッグイベントなので緊張感を楽しみたいです。よろしくお願いします。

29 高島 広太郎 タカシマ コウタロウ 男子90㎏以下級

30 鄭 相基 テイ ソウキ 男子100㎏以下級

31 安達 隆太 アダチ リュウタ 男子100㎏以下級

32 高瀬 智史 タカセ サトシ 男子100㎏以下級

33 伊東 卓弥 イトウ タクヤ 男子100㎏以下級 初めての大会、がんばります！

34 柏木 直輝 カシワギ ナオキ 男子100㎏超級

過去にカートレースにて千葉県チャンピオンとなり日本一決定戦出場、上位クラス完走、年間表彰受賞歴あり。

フットサルでは公式リーグをキャプテンとして全勝優勝に貢献し、競技中に右膝前十字靭帯損傷の影響もあり、現在はコー

チとして在籍しております。今後はベンチプレス競技に挑戦し、3競技優勝、公認大会優勝、関東大会出場を目指します。

まだ始めたばかりで今日が公認、非公認問わず大会初出場です。コロナ禍で、感染対策を徹底された中で大会開催してくだ

さった、ゴールドジム様、大会運営の皆様に心から感謝いたします。
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27日チームベンチプレスエントリーとスケジュール

14：00　全グループ検量（着衣で検量－2㎏）　※検量は大会中いつでも可能ですが、自身の試合の30分前までにはお越しください。

15：00　チームベンチ試合開始。

15：30　試合終了。表彰式　

チーム lot 氏名 フリガナ 性別 コメント

35 田原 瑠美子 タバラ ルミコ 女性

36 桜井  理 サクライ マサト 男性

37 久保田 司 クボタ ツカサ 男性

チーム lot 氏名 フリガナ 性別 コメント

38 渋谷 美樹 シブヤ ミキ 女性

39 渋谷 優輝 シブヤ ユウキ 男性

40 川島 達也 カワシマ タツヤ 男性

チーム lot 氏名 フリガナ 性別 コメント

41 高村愛 タカムラ アイ 女性

42 阿部 祐樹 アベ ユウキ 男性

43 坂下竜一 サカシタ リュウイチ 男性

千葉県市川市のストレングスジムトウキョウベイです！新規会員様募集中です！

会場で入会金無料になるスペシャルチケットを配っていますのでご希望の方は試技後に声をかけてください！

川島選手はスポンサー募集中です！

この日のためにみんなで練習してきました！練習の成果をしっかり出しきります！

メンバー３人中２人が大会初参加ですが、パーソナルベストとチーム合計300kg目指して頑張ります！チーム1

チーム2

チーム3



27日デッドリフトコンペティションエントリーとスケジュール
14：15　全グループ検量（着衣で検量－2㎏）　※検量は大会中いつでも可能ですが、自身の試合の30分前までにはお越しください。

15：45　デッドリフト試合スタート

17：15　試合終了　表彰式

Group No. 名前 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

44 長浜 美咲 ナガハマ ミサキ 女子50㎏以下級 都内のエニタイムフィットネスで働いています！デッドリフトはまだまだ練習中なので頑張ります！

45 林 美沙 ハヤシ ミサ 女子50㎏以下級 自己ベスト更新します！

46 清野 未歩 セイノ ミホ 女子50㎏以下級 大好きなお友達と一緒に参加できてうれしいです、かっさん福岡行っても元気でね！

47 福田 かおり フクダ カオリ 女子60㎏以下級 ノース東京の横田さん、澤田さん、高橋さん、岩井さん、いつもありがとう!背中で語れる女になります。

48 二宮 大輔 ニノミヤ ダイスケ 男子70㎏以下級 マッスルゲート2019では260キロに成功しました。今回は、270キロを超えてみせます。

49 高橋 千亜希 タカハシ チアキ 男子70㎏以下級 2回目の大会、自己新記録の更新目指して頑張ります。

50 高井 隼大 タカイ ハヤト 男子70㎏以下級 陸上競技の三段跳びやってます。初心者ですががんばります！

51 松永 尚久 マツナガ タカヒサ 男子70㎏以下級

52 真貝 大輝 シンガイ ヒロキ 男子70㎏以下級 自己ベスト目指して頑張ります。

53 鈴木 脩平 スズキ シュウヘイ 男子70㎏以下級 怪我なく、極力緊張なく、いつも通りできるよう努めます。

54 レオツーター マークローレンス レオツーター マークローレンス 男子70㎏以下級

55 彦坂 義大 ヒコサカ ヨシヒロ 男子80㎏以下級 167.5キロの前回の記録をなんとか超えます。頑張ります！

56 成田 舜吾 ナリタ シュンゴ 男子80㎏以下級

57 大内 貴史 オオウチ タカフミ 男子80㎏以下級 大会初出場です。自己ベスト更新目指して頑張ります！

58 須賀 章介 スガ ショウスケ 男子80㎏以下級 200kg以上は上げたいです！

Group No. 名前 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

59 増永 圭亮 マスナガ ケイスケ 男子90㎏以下級 頑張ります！

60 宮島 哲夫 ミヤジマ テツオ 男子90㎏以下級 気楽に持ち上げたいです

61 小野寺 正樹 オノデラ マサキ 男子90㎏以下級 ベスト目指して頑張ります

62 小幡 信治 オバタ ノブハル 男子90㎏以下級 一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

63 高橋 嶺一 タカハシ レイ 男子100㎏以下級
高校3年の際、埼玉県パワーで250㎏を上げてから四年間何もせず、今年の4月のMAXは150㎏でした。そこから成長した姿を

見せたいです！

64 小森 慎哉 コモリ マサヤ 男子100㎏以下級 19歳で10代最後の大会初出場ですがいい記録を出されるように頑張りたいと思います。

65 高瀬 智史 タカセ サトシ 男子100㎏以下級

66 内藤 宏二 ナイトウ コウジ 男子100㎏以下級 久々の大会、楽しみます。

67 西川 洋祐 ニシカワ ヨウスケ 男子100㎏以下級
怪我の影響でスクワットが思う様に出来ないのでデッドリフト大会の開催とても嬉しいです。全力で頑張りますので、宜しく

お願い致します。

68 照沼 直樹 テルヌマ ナオキ 男子100㎏以下級

69 芳賀 涼平 ハガ リョウヘイ 男子100㎏超級

皆さんはじめまして！新宿二丁目最強のバルク！芳賀セブンと申します。今年は炎上したり、引っ越したり、失恋したり、貧

血起こして倒れたり、ギランバレー症候群にかかり入院したりで、一回は完全に選手として大会復帰を諦めましたが、徐々に

筋力回復して元気になってパワーの大会出たり、ボディビル出たりで大忙しな年でした。この大会で今年一年を締めたいと思

います！頑張ります！今日一日宜しくお願い致します！おはよう、お兄ちゃん。じゃあ、ジム行く？(長くてすいません。後

半意味不明かもですが最後まで読んで頂けたらと思います♂)

70 岡先 聖太 オカザキ セイタ 男子100㎏超級 ベストを尽くします！

71 川崎 一輝 カワサキ カヅキ 男子100㎏超級 初心者なので頑張ります！

D

E



28日ビッグ3チャレンジエントリーとスケジュール
10：00　全グループ検量（着衣で検量－2㎏）　※検量は大会中いつでも可能ですが、自身の試合の30分前までにはお越しください。

11：00　試合開始（1コートと2コート同時スタート）

16：00　試合終了予定

1コート（F、G、Hグループ合計30名）
F、G、Hグループスクワット終了後→　F、G、Hグループベンチプレス→F、G、Hグループデッドリフト

Group No. 氏名 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

72 牧 安里紗 マキ アリサ 女子50㎏以下級 己の限界を超えつつ、楽しみたい！

73 寺田 つぐみ テラダ ツグミ 女子60㎏以下級 初めてですが頑張ります！

74 関谷 恵 セキヤ メグミ 女子60㎏以下級 大会初出場です。宜しくおねがいします。

75 岡村 真帆 オカムラ マナホ 女子60㎏以下級
大会の開催ありがとうございます！パワーリフティングは今年公式大会にはじめて出場しました。いつもの公式ルールと

は違いますが、楽しく頑張りたいと思います。

76 美雅 モランディニ ミア モランディニ 女子70㎏以下級

77 宮崎 恭子 ミヤザキ キョウコ 女子70㎏以下級 筋トレ歴3年目、筋トレが大好きです。毎日の練習の成果を、また自分がどこまでいけるかチャレンジしてみたいです。

78 鈴木 和子 スズキ カズコ 女子70㎏以下級

79 Hood Sherri フッド シェアリ 女子70㎏以下級 So I can have something to look forward to.

80 伊藤 治美 イトウ ハルミ 女子70㎏以下級
実業団パワー出場から1ヵ月、疲労と短い練習期間の中、店長のサポートのお陰でここまでこれました。良い結果を出し

て、店長の喜ぶ姿がみたいです

81 笠松 航 カサマツ ワタル 男子60㎏以下級

82 鈴木 研太郎 スズキ ケンタロウ 男子60㎏以下級

83 松本 雄貴 マツモト ユウキ 男子60㎏以下級 理系の大学院生です。左膝の靭帯の怪我から復活しました。頑張ります

84 佐久間 佳陽 サクマ ヨシハル 男子60㎏以下級 初出場で緊張しますが、まずはルールを覚えたいと思います！

Group No. 氏名 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

85 中村 鮎人 ナカムラ アユト 男子90㎏以下級

大変恐縮ではございますが、記録よりも内定が欲しいです。プロの無職です。プロニートです。IFBBプロニートです。あ

あああ、恥ずかしい。アナウンスの人に何を言わせてしまってるんだよ私は。精一杯頑張ります！よろしくお願い致しま

す。

86 伊藤 勝彦 イトウ カツヒコ 男子90㎏以下級

87 小山 雄児 コヤマ ユウジ 男子90㎏以下級 パワーリフティング始めてまだ半年ですが頑張ります！！

88 奥平 光一 オクダイラ コウイチ 男子90㎏以下級 頑張ります！

89 幾久 直樹 イクヒサ ナオキ 男子90㎏以下級

90 中島 良介 ナカジマ リョウスケ 男子90㎏以下級 トータル720kgを目標に頑張ります。

91 柿原 康孝 カキハラ ヤスタカ 男子90㎏以下級 3歳の愛娘に父の頑張っている姿を見せたいと思います。

92 山本 悠貴 ヤマモト ユウキ 男子90㎏以下級 500kgめざして頑張ります！！！

93 谷崎 真二 タニザキ シンジ 男子90㎏以下級 自己ベスト狙います

94 木戸 健太 キド ケンタ 男子90㎏以下級
ゴールドジムのスタッフに薦められて、参加を決意しました。初めての大会でとても緊張しますが、ベストを尽くしつつ

も楽しみたいと思います。

Group No. 氏名 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

95 山田 洋平 ヤマダ ヨウヘイ 男子100㎏以下級 屁のツッパリはいらんですよ！

96 上原 拓海 ウエハラ タクミ 男子100㎏以下級 ジムメンバーの皆さんにいい報告ができるよう頑張ります。

97 小澤 周平 オザワ シュウヘイ 男子100㎏以下級 total600kg超え目指して頑張ります。

98 佐々木 遥生 ササキ ハルキ 男子100㎏以下級

99 芳賀 涼平 ハガ リョウヘイ 男子100㎏超級

皆さんはじめまして！新宿二丁目最強のバルク、芳賀セブンと申します。今年は炎上したり、引っ越したり、失恋した

り、ギランバレー症候群にかかり入院して1回は完全に大会諦めましたが、パワーリフティング出たりやっぱボディビルも

出たりで大忙しな年でした。この大会で今年一年を締めたいと思います！頑張ります！今日一日よろしくお願い致しま

す！おはよう、お兄ちゃん。じゃあ、ジム行く？

100 木下 貴之 キノシタ タカユキ 男子100㎏超級 はじめての大会参加ですので緊張しますががんばります

101 眞木 良太 マキ リョウタ 男子100㎏超級 やらなきゃ意味ないよ

2コート（I、Jグループ合計30名）
I、Jグループスクワット終了後→　I、Jグループベンチプレス→　I、Jグループデッドリフト

Group No. 氏名 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

102 植田 基志 ウエダ モトシ 男子70㎏以下級

103 長嵜 皓太 ナガサキ コウタ 男子70㎏以下級 自身の中での最大のパフォーマンスをするだけです。がんばります。

104 神田橋 萌人 カンダバシ トキト 男子70㎏以下級

105 佐藤 優樹 サトウ ユウキ 男子70㎏以下級

106 小池 正哉 コイケ マサヤ 男子70㎏以下級 PB出します！

107 千葉 俊作 チバ シュンサク 男子70㎏以下級 初出場！ベンチは弱いけどスクワットには自信あります。ボトムポジションからの踏ん張りに注目して下さい。

108 沼田 剛毅 ヌマタ ゴウキ 男子70㎏以下級

109 田中 聡真 タナカ ソウマ 男子70㎏以下級 パワーリフティングの大会に初めて出場する初心者です。トータル400キロ目指して頑張ります。

110 滝山 泰貴 タキヤマ ヤスタカ 男子70㎏以下級 目標は640kg

111 大前 秀暢 オオマエ ヒデノブ 男子70㎏以下級 京大バーベル部からやってきました！優勝だけ目指して頑張ります！

112 金子 敦生 カネコ アツオ 男子70㎏以下級

113 川嶋 達夫 カワシマ タツオ 男子70㎏以下級 前回の記録を更新

114 飯田 徹 イイダ トオル 男子70㎏以下級 人生初めてのパワーリフティングです。ケガないように、ベストを出します。

Group No. 氏名 フリガナ 階級 大会出場の意気込み

115 横江 輝龍 ヨコエ キリュウ 男子80㎏以下級 デッドリフトは気合、スクワットは根性、ベンチプレスは技術、BIG3は愛が重要。

116 滝田 治之 タキダ ハルユキ 男子80㎏以下級

117 高橋 公一 タカハシ コウイチ 男子80㎏以下級 ビッグ3大好きです。怪我なく楽しく自己ベスト記録更新狙います！

118 辛 ミン夏 シン ミンハ 男子80㎏以下級 Big3 500達成するぞ！

119 倉光 正憲 クラミツ マサノリ 男子80㎏以下級 ベストを尽くします！

120 浅田 達也 アサダ タツヤ 男子80㎏以下級

121 古屋 雅大 フルヤ マサヒロ 男子80㎏以下級

122 柳田 雅彦 ヤナギダ マサヒコ 男子80㎏以下級 コスプレイヤーの底力を見せます

123 岡田 りゅうや オカダ リュウヤ 男子80㎏以下級

124 運上 雄基 ウンジョウ ユウキ 男子80㎏以下級
初めてのパワーリフティング競技へのチャレンジですが、アイスホッケーを通じて鍛え上げたこの身体を活かし初出場で

上位入賞を目指します。

125 松丸 和弘 マツマル カズヒロ 男子80㎏以下級

126 町田 奏 マチダ ソウ 男子80㎏以下級 怪しいものではございません。

127 殿谷 大成 トノガイ タイセイ 男子80㎏以下級 プリキュア・トロピカルチェンジ！

128 石原 晃介 イシハラ コウスケ 男子80㎏以下級 パワーリフティング初挑戦楽しみます！！

129 浦内 大貴 ウラウチ ダイキ 男子80㎏以下級 日本最南端！石垣島からの挑戦です！

130 木場 悠希 コバ ユウキ 男子80㎏以下級 頑張ります！

131 デラフエンテ アントン デラフエンテ アントン 男子80㎏以下級

132 チャーチ アダム チャーチ アダム 男子80㎏以下級
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