
プラットフォーム②
ベンチプレスチャレンジ（2グループ）

デッドリフトコンペティション

KING OF SQUAT 全競技　9：30受付、検量（着衣）

(※観客入場は10：00から開始）

ベンチプレスチャレンジAグループ　11：00開始

No. 選手名 ふりがな 階級 コメント

39 栗原 夕佳 クリハラ ユウカ 女子50㎏以下級 40代でも諦めずに上を目指したい！

40 小室 静 コムロ シズカ 女子60㎏以下級 今までの練習の成果を出したいと思います。

41 中元 武文 ナカモト タケフミ 男子60㎏以下級 目立たない様に頑張ります。

42 冨田 亮太 トミタ リョウタ 男子60㎏以下級 10年ぶりの試合、頑張ります

43 保阪 拓利 ホサカ タクト 男子60㎏以下級

44 西田 昌太郎 ニシダ ショウタロウ 男子60㎏以下級 今できる最大限の力を出せるように頑張ります

45 大森 浩光 オオモリ ヒロミツ 男子70㎏以下級 パワー系の大会は初チャレンジです。大好きなベンチプレスでバースデーリフト頑張りマッスル！

46 三木 聖也 ミキ セイヤ 男子70㎏以下級 70kg以下出場初めてなのでいくら上げられるか楽しみです。

47 山岡 幸英 ヤマオカ ユキヒデ 男子70㎏以下級
ベンチプレスの大会に出場するのは初めてです。自己ベスト更新と表彰台を目指して挙上したいと

思います。

48 高畠 大地 タカバタケ ダイチ 男子70㎏以下級

49 市倉 正和 イチクラ マサカズ 男子70㎏以下級 全力で、楽しんで、頑張ります！

50 増田 純樹 マスダ ジュンキ 男子70㎏以下級 初めての大会ですのでベストを尽くして戦いたいです！

51 八島 圭佑 ヤシマ ケイスケ 男子70㎏以下級

52 義澤 慶直 ヨシザワ ヨシナオ 男子70㎏以下級
筋トレは2018年から始めました。日々の積み上げの成果をマッスルゲートで、怪我なく・楽しく発揮できればと思いま

す。ツイッター、インスタは「ごっぱち(gohachi058)」です。よろしければチェック・フォローお願いします。

53 飛田 渉 トビタ ワタル 男子70㎏以下級 日本チャンピオンとして恥じない重量をあげます

54 山元 一矢 ヤマモト カズヤ 男子70㎏以下級

55 菊村 玄二 キクムラ ゲンジ 男子70㎏以下級 大会初出場です。かっこいいところを家族に見せたいと思います。

56 井上 飛鳥 イノウエ アスカ 男子70㎏以下級 初挑戦です。がんばります。

57 中井 瑛仁 ナカイ アキヒト 男子70㎏以下級 初めての経験ですが、ベストを出せるよう頑張ります！

58 小林 秀幸 コバヤシ ヒデユキ 男子70㎏以下級
今回が大会初出場で今はちっぽけな存在ですが、いずれトップ争いを出来る選手に成長したいで

す。

  

ベンチプレスチャレンジBグループ　

No. 選手名 ふりがな 階級 コメント

59 越川 裕太 コシカワ ユウタ 男子80㎏以下級

60 彦坂 義大 ヒコサカ ヨシヒロ 男子80㎏以下級
去年も参加しました。120キロで潰れたので必ずリベンジしてやろうと筋トレしたので、達成した

いです！

61 大杉 勇 オオスギ イサム 男子80㎏以下級

62 大瀧 陽亮 オオタキ ヨウスケ 男子80㎏以下級 昨年に続き2回目の出場、去年の記録を更新します！

63 鈴木 佑輔 スズキ ユウスケ 男子80㎏以下級

64 前川 昂大 マエカワ コウダイ 男子80㎏以下級 自己ベストを更新出来るように頑張ります。

65 八幡 智久 ヤハタ トモヒサ 男子80㎏以下級
去年はエントリーした大会が中止になる等で試合がなかったので、久しぶりの大会を楽しみたいで

す。

66 佐藤 拓未 サトウ タクミ 男子80㎏以下級
現役オーストラリアンフットボール選手です。タックルで倒したオーストラリア人、数知れず。己

の限界を超えるために本日は参戦させていただきます。No、excuse!!

67 高島 広太郎 タカシマ コウタロウ 男子90㎏以下級

68 小澤 拓哉 オザワ タクヤ 男子90㎏以下級 大会初参加となりますが、自己ベストが出るように頑張ります！

69 赤木 研仁 アカギ ケント 男子100㎏以下級 大会初出場なので、全力で楽しみます。

70 平松 一也 ヒラマツ カズヤ 男子100㎏以下級
大会とか初めてですが(2月6日に)60歳になり急に挑戦したくなりました、多分当日は緊張しっぱな

しだと思いますが皆さん大目に見てやって下さい。

71 猪瀬 一馬 イノセ カズマ 男子100㎏以下級



  

デッドリフトコンペティション　13：00開始予定

No. 選手名 ふりがな 階級 コメント

72 宮城 杏奈 ミヤギ アンナ 女子60㎏以下級 自己ベスト更新出来るように頑張ります！

73 伊藤 治美 イトウ ハルミ 女子70㎏以下級 この1年も、側で支え続けてくれたトレーナーのために頑張ります

74 井上 悠成 イノウエ ユウセイ 男子70㎏以下級 優勝目指して頑張ります！

75 石原 旭 イシハラ アサヒ 男子70㎏以下級 初めての大会出場となるため、会場の雰囲気を楽しみつつ、思い切りバーを挙上したいです。

76 篠田 利明 シノダ トシアキ 男子70㎏以下級

77 君島 悠平 キミジマ ユウヘイ 男子80㎏以下級 がんばるぞー

78 長田 泰広 オサダ タイコウ 男子80㎏以下級

79 彦坂 義大 ヒコサカ ヨシヒロ 男子80㎏以下級
元ゴールドジム会員です。コロナを機にして家に簡易パワーラック買いました。自己ベスト挙げて

いきたいです！

80 大瀧 陽亮 オオタキ ヨウスケ 男子80㎏以下級 握力が負けてしまわないように力を出し切りたいです！

81 手塚 晋太郎 テヅカ シンタロウ 男子80㎏以下級

82 成田 舜吾 ナリタ シュンゴ 男子80㎏以下級

83 杉山 涼太 スギヤマ リョウタ 男子80㎏以下級

84 関場 裕 セキバ ユタカ 男子90㎏以下級

85 勝又 太一 カツマタ タイチ 男子90㎏以下級 パワー大会初出場ですが頑張ります！

86 佐藤 真樹 サトウ マサキ 男子90㎏以下級 気合いで腰と心折れてもPR更新します

87 西川 洋祐 ニシカワ ヨウスケ 男子100㎏以下級

パワーリフティングを初めて20年になります。しばらく大会から遠ざかってましたがデッドリフト

のみのコンテストを待ってました。久しぶりの大会ですので大会開催に感謝し全力で楽しみたいで

す。宜しくお願い致します。

88 岡先 聖太 オカザキ セイタ 男子100㎏超級 トレーニング不足ではありますが、精一杯やりたいとおもいます。

89 濱田 良太 ハマダ リョウタ 男子100㎏超級 スクワットに続き、エントリーしました。ベストを尽くします

  

KING OF SQUAT　14：15開始予定

No. 選手名 ふりがな 階級 コメント

90 似鳥 さやか ニタドリ サヤカ 女子50㎏以下級 がんばります！

91 伊藤 治美 イトウ ハルミ 女子70㎏以下級

92 渡部 優也 ワタナベ ユウヤ 男子70㎏以下級
昨年始めた筋トレで下半身を追い込むことから逃げていましたが、頑張って向き合ってきたスク

ワットで力を発揮したいです。

93 横田 寛介 ヨコタ カンスケ 男子70㎏以下級 大会初出場ですが頑張ります。

94 鵜沼 亮 ウヌマ リョウ 男子80㎏以下級

95 山本 俊和 ヤマモト トシカズ 男子90㎏以下級 shout up and squat!

96 濱田 良太 ハマダ リョウタ 男子100㎏超級 はじめての経験なので、今から楽しみです。ベストを尽くします。

97 岩波 吾猛 イワナミ トモタケ 男子100㎏超級 目指せ、自己ベスト更新！

98 君島 悠平 キミジマ ユウヘイ 男子80㎏以下級（Kneerap） がんばるぞー

各競技終了次第、表彰式を行う予定ですが、進行の状況によっては全試合終了後の表彰となる場合もあります。


