
大会エントリー表
大会名： 2015紀の国わかやま国体　中国ブロック最終予選会（以下：国体）

第27回　中国五県パワーリフティング選手権大会
（以下：中、フルギア：F、ノーギア：N）

グループ 部門 性別 階級 Lot. 氏名 生年 都道府県 団体名

女子 47 10 中田　佳見 1971 岡山 岩崎BC津山

1 高橋　幸司 1985 島根 大田PLC

7 宮田　徹 1990 岡山 個人

14 村田　健太郎 1976 山口 個人

24 大熊　嶺志 1994 岡山 個人

83 22 末永　翔 1990 岡山 個人

83(op) 23 渡辺　和利 1952 愛媛 今治パワーリフティングクラブ

105 6 石原　直明 1983 岡山 岡山商科大学重和会

59 16 渡邊　竜佑 1995 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

74 17 後藤　駿 1992 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

120 20 平山　健斗 1993 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

国体 女子 63 12 竹内　裕美 1992 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

59 19 内村　瞬也 1990 岡山 個人

4 西村　義人 1990 岡山 岡山大学陵門会

8 川島　督司 1975 島根 個人

2 香川　清治 1973 広島 パワールーム広島

5 吉岡　秀明 1984 岡山 岡山大学陵門会

9 齊藤　勇紀 1978 広島 個人

13 大西　秀忠 1984 山口 厚狭トレーニングジムZERO -1

15 土谷　智則 1972 島根 個人

21 梶原　広大 1991 岡山 エイブル岡山

93 18 上村　博之 1962 広島 パワールーム広島

105 3 大光　智史 1980 岡山 岩崎BC津山

120 11 杉山　伸良 1962 岡山 エイブル岡山

※ Aグループ検量開始時刻は、12:00～です。Bグループ検量は、Aグループ1回目終了直後に実施します。

※ 検量は、グループ内のLot.順に1名ずつ行います。但し、女子検量を優先します。

　（　女子　→　男子Aグループ　→　男子Bグループ　）

※ 検量でコールされた際に不在の場合は、全員の1回目検量が終了した後（Bグループ後）に回されます。

なお、1回目検量でパスできなかった際も、再検量は全員終了後となります。（順番は自由です）

※ 今大会では、受付時に記録カードは返却されません。また、試技重量申請等は口頭で行います。

ラック高・各試技スタート重量申請は、検量の際に申告いただきますので、事前に測定等準備願います。

また、個人情報の訂正等は、検量の際に申し出て下さい。

※ 今大会では、ノーギア・フルギア問わず、全選手を対象にコスチュームチェックを実施します。

時間内にチェックを受けない場合は、大会に出場できませんのでご注意下さい。

【大会スケジュール】

11:30 ～ 受付（岡山県外選手は選手登録証を確認しますので、必ず持参願います）

12:00 ～ 検量・コスチュームチェック開始

13:15 ～ 開会式　（全選手参加でお願い致します）

14:00 ～ Aグループ・スクワット試技開始

　（Aグループ・スクワット終了直後、Bグループ試技開始）

17:30 ～ 試技終了、5分後に表彰式（予定）

18:00 全日程終了（予定）

※ 上記は予定時刻です。これより若干遅れる場合がございますのでご了承下さい。

なお、検量・試技開始時刻が早まることはありません。
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検量表
大会名： 2015紀の国わかやま国体　中国ブロック最終予選会（以下：国体）

第27回　中国五県パワーリフティング選手権大会
（以下：中、フルギア：F、ノーギア：N）

開始時刻　12:00～

グループ 部門 性別 Lot. 階級 氏名 生年 都道府県 団体名

中N 10 47 中田　佳見 1971 岡山 岩崎BC津山

国体 12 63 竹内　裕美 1992 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

1 74 高橋　幸司 1985 島根 大田PLC

6 105 石原　直明 1983 岡山 岡山商科大学重和会

7 74 宮田　徹 1990 岡山 個人

14 74 村田　健太郎 1976 山口 個人

16 59 渡邊　竜佑 1995 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

17 74 後藤　駿 1992 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

20 120 平山　健斗 1993 関西学連 岡山大学ウェイトトレーニング部

22 83 末永　翔 1990 岡山 個人

23 83(op)渡辺　和利 1952 愛媛 今治パワーリフティングクラブ

24 74 大熊　嶺志 1994 岡山 個人

2 74 香川　清治 1973 広島 パワールーム広島

3 105 大光　智史 1980 岡山 岩崎BC津山

4 66 西村　義人 1990 岡山 岡山大学陵門会

5 74 吉岡　秀明 1984 岡山 岡山大学陵門会

8 66 川島　督司 1975 島根 個人

9 83 齊藤　勇紀 1978 広島 個人

11 120 杉山　伸良 1962 岡山 エイブル岡山

13 83 大西　秀忠 1984 山口 厚狭トレーニングジムZERO -1

15 83 土谷　智則 1972 島根 個人

18 93 上村　博之 1962 広島 パワールーム広島

19 59 内村　瞬也 1990 岡山 個人

21 83 梶原　広大 1991 岡山 エイブル岡山

※ 検量は、上記の通り、グループ内のLot.順に1名ずつ行います。但し、女子検量を優先します。
　（　女子　→　男子Aグループ　→　男子Bグループ　）
検量担当に指名された選手以外は入室できませんので、室外で待機願います。

※ 検量でコールされた際に不在の場合は、全員の1回目検量が終了した後（Bグループ後）に回されます。

なお、1回目検量でパスできなかった際も、再検量は全員終了後となります。（順番は自由です）

※ 今大会では、受付時に記録カードは返却されません。また、試技重量申請等は口頭で行います。

ラック高・各試技スタート重量申請は、検量の際に申告いただきますので、事前に測定等準備願います。

また、個人情報の訂正等は、検量の際に申し出て下さい。

※ 今大会では、ノーギア・フルギア問わず、全選手を対象にコスチュームチェックを実施します。

時間内にチェックを受けない場合は、大会に出場できませんのでご注意下さい。

【大会スケジュール】

11:30 ～ 受付（岡山県外選手は選手登録証を確認しますので、必ず持参願います）

12:00 ～ 検量・コスチュームチェック開始

13:15 ～ 開会式　（全選手参加でお願い致します）

14:00 ～ Aグループ・スクワット試技開始

　（Aグループ・スクワット終了直後、Bグループ試技開始）

17:30 ～ 試技終了、5分後に表彰式（予定）

18:00 全日程終了（予定）

※ 上記は予定時刻です。これより若干遅れる場合がございますのでご了承下さい。

なお、検量・試技開始時刻が早まることはありません。
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