
えひめ国体公開競技出場選手の皆様へ 

 ※ 今大会出場選手の皆様には、以下の事項を遵守していただきます ※ 

 

① コーチ（セコンド）事前申告制に関して 

本競技会では、競技中対応するコーチ（セコンド）の人数に制限を設けます。なお、選手１名につき最大2

名まで（付けなくても構わない）コーチ（セコンド）を付けることが出来ます。 

ただし、検量時間内に所定の用紙（検量室前で配布）にて事前申告された者以外は、追加変更も含め一切認

められません。 

事前申告されたコーチは、専用のリストバンド（セッションごとに指定された物）をお渡ししますので、常

時手首に装着して下さい。これが無い場合は、コーチングエリアまたはラッピングエリア（選手待機所）へ

の立ち入りを禁止します。また、重量申請や抗議等は、指定のリストバンドが無いと受け付けません。 

なお、セッション終了後は速やかに外して下さい。返却の必要はありません。また、事前申告者以外の第３

者へのリストバンドの譲渡も禁止します。 

 

② 「アンチドーピングに関する誓約書及び摂取医薬品・サプリメント申告書」に関して 

参加申し込みの際記載して頂いた上記の書類ですが、本日追記するものがあれば、すべて申告していただき

ます。この申告書は事前に医科学委員長がチェックしておりますが、すべての安全使用を保証するものでは

無く、本競技会に参加することは、最終的に自己責任となることを、念のためご了承頂きます。 

 

③ 選手およびセコンドの服装に関して 

ホームページ等でも事前に告知済みですが、当日の試合の模様はネットを通じて生中継で配信されますので、

選手は当然のことながら、セコンド（コーチ）も服装に制限を設けさせていただいております。以下を遵守

願います。 

セコンドは、指定のリストバンド所持者以外はコーチングエリアに入場できないものとし、服装はジャージ、

Tシャツ、ポロシャツ等で運動をするのに相応しい物以外（クロックス、サンダル等）は禁止とします。 

 

④ 表彰式の流れに関して 

本競技会での表彰式は、各セッション終了直後に実施します。（3 位まで賞状授与）表彰式出席の際は、ジ

ャージ等に着替えて参加願います。（クロックス、サンダル等スポーツの場面にふさわしくない服装は禁止）

なお、出場全選手の参加でお願い致します。 

なお、移動手段の関係上やむを得ず表彰式に参加できない場合は、あらかじめ本部に申し出て下さい。事前

申告無しに無断欠席しないようご協力お願い致します。 

 

 

上記事項をすべてご承諾頂けましたら、所定用紙にご署名いただきます。 

皆様方のご協力無くして円滑な運営はあり得ません。 

どうぞご理解の上、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

（公社）日本パワーリフティング協会 

技術委員会 

 



競技進行スケジュール

9/9（土）

※　開会式 9：00～
セッション グループ カテゴリー 階級 人数 検量 試技開始

成年女子 全階級 12
成年男子 59kg級（一部） 2

B 成年男子 59kg級 13
C 成年男子 66kg級 10
D 成年男子 66kg級 10
E 成年男子 74kg級 9
F 成年男子 74kg級 9

終了予定　21:00

9/10（日）

セッション グループ カテゴリー 階級 人数 検量 試技開始
成年男子 83kg級 12
成年男子 93kg級（一部） 2

H 成年男子 93kg級 13
5 I 成年男子 105・120・120+kg級 13 12：30～ 決勝　14：30～

終了予定　17：00

※　表彰式 成年女子 各セッション終了直後
成年男子 各セッション終了直後
都道府県対抗 9/10（日）　17：45～

※ Aグループ59kg級、Gグループ93kg級に該当する選手は、エントリー持ち記録下位から該当枠数の選手とします。
ただし、第１・４セッションを含めて各グループ分けは、当日の検量状況により変更される場合があります。
（例1：各セッション内の人数が14名以下の場合は、上記表記に関わらず1グループのみで進行します。）
（例2：第2・第3セッション内のグループ人数に差が出る場合は、均等に振り分けます。（奇数の場合は後半グループにプラス））

※ 検量、試技進行中に割り当てられる各個人のロットナンバーは、試合当日に発表します。（パンフレットには記載します）

※ 大会上の諸注意等は、別添資料をよくお読みの上ご参加願います。

※ 当日、選手のセコンドをする予定の方は「ドーピング防止講習会受講済証明書」の提示を求めますので必ずご持参下さい。

1
A

8：00～ 決勝　10：00～

決勝　14：30～

決勝　18：00～

決勝　10：00～

2 12：30～

3 16：00～

4 8：00～
G



2017　第72回愛顔つなぐえひめ国体公開競技パワーリフティング大会　エントリーリスト
平成29年9月9日(土)～10日（日）
ウェルピア伊予体育館

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

47 中田　佳見 1971 岡山県 岩崎BC津山 242.5

可児　理恵 1979 岐阜県 フェニックスジム 340.0

寺村　美香 1962 北海道 江別ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 260.0

若山　睦美 1967 神奈川 横浜マリントレーニングジム 255.0

園部　文子 1970 千葉県 NEC 275.0

上林　理沙子 1989 東京都 Team Raws 265.0

平川　美由紀 1973 沖縄県 Team Advance 240.0

鈴木　恭子 1977 神奈川県 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰｱｻﾏﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 337.5

石曽根　直子 1986 東京都 個人 292.5

窓場　加津紗 1996 京都府 京都学園大学PL部 415.0

竹内　あい 1989 三重県 個人 385.0

84 飯野　暁子 1997 富山県 アビアスポーツクラブ 360.0

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

久保　元人 1989 大阪府 K's GYM 505.0

大谷　剛史 1988 大阪府 個人 505.0

三河　涼 1986 神奈川県 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰｱｻﾏﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 490.0

工藤　統生 1977 神奈川県 横浜ワンダスリー 490.0

大崎　豊 1973 高知県 元気クラブ 486.0

奥村　純一 1989 愛知県 名城修練会 477.5

中家　康二 1974 愛知県 MBCパワー 477.5

井上　卓 1985 埼玉県 個人 477.5

小野　雅史 1978 北海道 個人 472.5

河野　雄希 1991 愛媛県 たいそうべやｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 470.0

溝尾　元洋 1980 東京都 個人 425.0

藤田　万雄 1979 香川県 四国電力バーベル部 400.0

富田　英吉 1971 東京都 Team  Raws 392.5

真弓　祐一 1985 三重県 個人 360.0

須原　昌昭 1942 徳島県 チームSP 343.0

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

古清水　駿 1993 千葉県 国際武道大学 590.0

木村　琢磨 1984 東京都 個人 580.0

杉浦　康宏 1994 愛知県 ちからこぶ 557.5

宮崎　賀寿雄 1986 静岡県 F.T.GYM 555.0

小川　渉 1984 千葉県 木更津市消防署 550.0

川島　督司 1975 島根県 中島運輸機工（株） 542.5

山本　英立 1980 高知県 元気クラブ 540.0

伊東　優太 1984 北海道 リアルスイング 530.0

三永　隼人 1996 兵庫県 パワーハウス赤穂 522.5

関根　忍 1988 埼玉県 加須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 510.0

西村　直也 1982 兵庫県 雷神ファクトリー 505.0

豊田　純也 1985 沖縄県 平良スポーツジム 502.5

兵頭　祐一郎 1980 愛媛県 チーム愛媛 500.0

小林　一貴 1982 東京都 TXP 480.0

森下　剣人 1988 三重県 桑名体育館TC 462.5

丹羽　弘典 1961 香川県 高松トレーニングクラブ 457.5

山本　和輝 1983 新潟県 個人 450.0

井中　宏史 1957 愛知県 ちからこぶ 445.0

小笠原　拓朗 1988 徳島県 ヨコタZパワーズ 425.0

森永　健 1975 福井県 タケイパワージム 390.0

男子

女子

52

57

63

72

59

男子 66



性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

松尾　賢太朗 1989 神奈川県 筋トレクラブまっちゃん 630.0

合田　隆宏 1984 沖縄県 Team Advance 595.0

山本　航平 1991 宮城県 個人 585.0

福住　昌也 1986 大阪府 個人 567.5

鍋倉　光 1989 神奈川県 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰｱｻﾏﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 560.0

梶原　広大 1991 岡山県 エイブル岡山 560.0

芦原　徹 1990 奈良県 マッスルプロダクション奈良 555.0

伊藤　知樹 1969 愛知県 ﾃﾞﾝｿｰ刈谷ﾊﾟﾜｰｸﾗﾌﾞ 552.5

有道　亮 1987 東京都 個人 552.5

伊佐治　亮助 1983 岐阜県 PEACE GYM 515.0

峯　彰宏 1994 埼玉県 加須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 510.0

水野　直樹 1971 愛媛県 野村バーベルクラブ 505.0

河南　文人 1998 京都府 都学園大学PL部 502.5

泉　拓也 1982 兵庫県 フジモトジム 497.5

松山　顕心 1986 新潟県 個人 495.0

堀　匡毅 1994 滋賀県 LAKE SIDE POWER 445.0

稲川　学 1980 茨城県 パワーハルクジム 435.0

小池　優太 1996 新潟県 新潟国際情報大学 フィットネス研究部 407.5

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

大島　逸生 1992 大阪府 TEAM REDVOLTEGE 665.0

日高　豪志 1986 愛知県 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 612.5

永井　肇 1984 東京都 西東京パワー倶楽部 612.5

中島　良介 1989 千葉県 個人 610.0

手塚　晋太郎 1992 埼玉県 個人 600.0

勝部　悠介 1992 島根県 個人 600.0

田村　僚馬 1984 千葉県 個人 582.5

馬倉　実 1966 和歌山県 スリムパワージム 581.0

長尾　潤 1985 東京都 個人 570.0

高橋　宏輔 1984 愛媛県 今治ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾌﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 562.5

村上　貴信 1989 愛媛県 たいそうべやｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 510.0

氷見山　貴史 1983 新潟県 個人 465.0

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

古川　潤 1996 京都府 京都府学園PL部 710.0

池田　翔一 1984 沖縄県 チーム　グテイ 680.0

佐々木　健一 1971 北海道 十勝ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 652.5

木原　優 1991 香川県 さぬきスポーツジム 645.0

古賀　有太郎 1990 東京都 TXP 642.5

森　隆博 1995 大阪府 K's GYM 630.0

吉田　晃 1989 新潟県 個人 630.0

高木　啓樹 1981 埼玉県 ストロングライン 572.5

佐伯　賢吾 1978 愛媛県 たいそうべやｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 562.5

板津　昌也 1976 岐阜県 PEACE GYM 557.5

右川　良平 1972 愛知県 MBCパワー 555.0

石井　智和 1977 千葉県 個人 540.0

鈴木　和也 1994 神奈川県 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰｱｻﾏﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 540.0

岡本　康央 1972 福井県 個人 535.0

金山　武志 1968 新潟県 MAXトレーニングGYM 460.0

74

男子 83

男子

男子

93



性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

遠藤　健太 1988 宮城県 個人 670.0

作原　恵太 1985 千葉県 新日鉄住金君津ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 665.0

大光　智史 1980 岡山県 岩崎BC津山 657.5

竹澤　明弘 1973 埼玉県 セントラル虎の穴 600.0

又吉　宏樹 1975 沖縄県 GINOWAN GYM 540.0

澤井　翼 1993 滋賀県 個人 552.5

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

渡辺　明彦 1958 千葉県 新日鉄住金君津ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 760.0

仲田　直樹 1982 宮城県 個人 717.5

松澤　孝信 1992 神奈川県 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰｱｻﾏﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 597.5

西田　昇一郎 1976 千葉県 新日鉄住金君津ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 597.5

性別 階級 選手名 生年西暦 都道府県 所属 予選記録

宮本　覚道 1978 岐阜県 あかつき幼稚園 680.5

秋山　継徳 1979 青森県 個人 670.0

高橋　昌士 1976 滋賀県 個人 505.0

男子 120超

男子 105

男子 120


