
平成30年12月9日　現在

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 樹立大会 階級 記録 氏名 樹立大会

スクワット

S･Ｊ 53 kg級 kg S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 235.0 kg 久保 元人 第36回近畿 47 kg級 130.0 kg 早川 琴果 第34回近畿

66 kg級 242.0 kg 芦原 健 第31回近畿 52 kg級 145.0 kg 南澤 さより 第32回近畿

74 kg級 300.5 kg 濱田 展行 第31回近畿 57 kg級 125.0 kg 工藤 智恵子 第30回近畿

83 kg級 272.5 kg 八束 光司 第36回近畿 63 kg級 200.5 kg 堤 彩夏 第35回近畿

93 kg級 360.0 kg 久保 匡平 第36回近畿 72 kg級 55.0 kg 東前 めぐみ 第32回近畿

105 kg級 kg 84 kg級 kg

120 kg級 270.0 kg 横山 恭平 第35回近畿 +84 kg級 kg

+120 kg級 kg

ベンチプレス

S･Ｊ 53 kg級 kg S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 165.0 kg 中田 和夫 第34回近畿 47 kg級 82.5 kg 早川 琴果 第34回近畿

66 kg級 165.0 kg 上野 達彦 第36回近畿 52 kg級 70.0 kg 善本 弥生 第34回近畿

74 kg級 235.0 kg 児玉 大紀 第34回近畿 57 kg級 115.5 kg 藤原 のどか 第31回近畿

83 kg級 262.5 kg 逢野 崇大 第34回近畿 63 kg級 100.0 kg 岡田 美佐 第31回近畿

93 kg級 285.0 kg 大室 豪槻 第34回近畿 72 kg級 70.0 kg 東前 めぐみ 第32回近畿

105 kg級 kg 84 kg級 kg

120 kg級 303.0 kg 柴田 道郎 第35回近畿 +84 kg級 kg

+120 kg級 kg

デットリフト

S･Ｊ 53 kg級 kg S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 259.0 kg 久保 元人 第36回近畿 47 kg級 140.0 kg 早川 琴果 第34回近畿

66 kg級 220.0 kg 渕上 靖貴 第30回近畿 52 kg級 130.0 kg 南澤 さより 第32回近畿

74 kg級 245.0 kg 濱田 展行 第31回近畿 57 kg級 142.5 kg 成田 可菜絵 第34回近畿

83 kg級 267.5 kg 八束 光司 第36回近畿 63 kg級 160.0 kg 堤 彩夏 第35回近畿

93 kg級 280.0 kg 新田 昌和 第30回近畿 72 kg級 80.0 kg 東前 めぐみ 第32回近畿

105 kg級 kg 84 kg級 kg

120 kg級 260.0 kg 中谷 光宏 第31回近畿 +84 kg級 kg

+120 kg級 kg

トータル

S･Ｊ 53 kg級 kg S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 624.0 kg 久保 元人 第36回近畿 47 kg級 352.5 kg 早川 琴果 第34回近畿

66 kg級 585.0 kg 上野 達彦 第35回近畿 52 kg級 325.0 kg 南澤 さより 第32回近畿

74 kg級 735.5 kg 濱田 展行 第31回近畿 57 kg級 320.0 kg 工藤 智恵子 第30回近畿

83 kg級 692.5 kg 奥谷 元哉 第32回近畿 63 kg級 445.5 kg 堤 彩夏 第35回近畿

93 kg級 875.0 kg 久保 匡平 第36回近畿 72 kg級 205.0 kg 東前 めぐみ 第32回近畿

105 kg級 kg 84 kg級 kg

120 kg級 783.0 kg 柴田 道郎 第35回近畿 +84 kg級 kg

+120 kg級 kg

近畿パワーリフティング大会記録



2020年7月12日　現在

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 樹立大会 階級 記録 氏名 樹立大会

スクワット

S･Ｊ 53 kg級 120.0 kg 前川 知紀 第13回近畿 S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 185.0 kg 大谷 剛史 第14回近畿 47 kg級 95.0 kg 西村 政子 第20回近畿

66 kg級 232.5 kg 井上 雄介 第20回近畿 52 kg級 132.5 kg 大西 翔子 第19回近畿

74 kg級 237.5 kg 関本 雅彦 第12回近畿 57 kg級 115.0 kg 川端 友己 第22回近畿

83 kg級 250.0 kg 高山 栄槻 第19回近畿 63 kg級 160.0 kg 寺原 万留々 第16回近畿

93 kg級 272.5 kg 久保 匡平 第16回近畿 72 kg級 160.0 kg 窓場 加津沙 第18回近畿

105 kg級 270.0 kg 陣内 秀聡 第19回近畿 84 kg級 135.0 kg 野村 優 第20回近畿

120 kg級 291.0 kg 阪田 達也 第18回近畿 +84 kg級 120.0 kg 野村 紗矢香 第16回近畿

+120 kg級 200.0 kg 高橋 昌士 第20回近畿

ベンチプレス

S･Ｊ 53 kg級 kg S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 142.5 kg 中田 和夫 第17回近畿 47 kg級 70.0 kg 餘語 てるみ 第15回近畿

66 kg級 165.0 kg 井上 雄介 第20回近畿 52 kg級 62.5 kg 南 采沙 第15回近畿

74 kg級 160.0 kg 芦原 徹 第18回近畿 57 kg級 75.0 kg 川端 友己 第22回近畿

83 kg級 193.0 kg 児玉 大紀 第20回近畿 63 kg級 97.5 kg 山下 彩 第20回近畿

93 kg級 240.0 kg 臼木 翔吾 第22回近畿 72 kg級 85.0 kg 窓場 加津沙 第18回近畿

105 kg級 180.0 kg 豊田 瑞貴 第12回近畿 84 kg級 85.0 kg 野村 優 第20回近畿

120 kg級 185.5 kg 小路 匠 第22回近畿 +84 kg級 85.0 kg 野村 紗矢香 第16回近畿

+120 kg級 140.0 kg 高橋 昌士 第20回近畿

デットリフト

S･Ｊ 53 kg級 180.0 kg 前川 知紀 第13回近畿 S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 233.0 kg 大谷 剛史 第13回近畿 47 kg級 135.0 kg 西村 政子 第20回近畿

66 kg級 265.0 kg 井上 雄介 第20回近畿 52 kg級 137.5 kg 大西 翔子 第19回近畿

74 kg級 260.0 kg 藤井 優弥 第19回近畿 57 kg級 140.0 kg 川端 友己 第22回近畿

83 kg級 280.0 kg 芦原 徹 第13回近畿 63 kg級 165.0 kg 堤 彩夏 第20回近畿

93 kg級 292.5 kg 古川 潤 第18回近畿 72 kg級 180.0 kg 窓場 加津沙 第19回近畿

105 kg級 270.0 kg 陣内 秀聡 第19回近畿 84 kg級 192.5 kg 野村 優 第20回近畿

120 kg級 295.0 kg 阪田 達也 第18回近畿 +84 kg級 140.0 kg 野村 紗矢香 第16回近畿

+120 kg級 180.0 kg 高橋 昌士 第18回近畿

トータル

S･Ｊ 53 kg級 380.0 kg 前川 知紀 第13回近畿 S･Ｊ 43 kg級 kg

59 kg級 532.5 kg 大谷 剛史 第14回近畿 47 kg級 292.5 kg 西村 政子 第20回近畿

66 kg級 662.5 kg 井上 雄介 第20回近畿 52 kg級 327.5 kg 大西 翔子 第19回近畿

74 kg級 602.5 kg 関本 雅彦 第12回近畿 57 kg級 330.0 kg 川端 友己 第16回近畿

83 kg級 686.0 kg 芦原 徹 第13回近畿 63 kg級 390.0 kg 寺原 万留々 第16回近畿

93 kg級 710.0 kg 古川 潤 第18回近畿 72 kg級 415.0 kg 窓場 加津沙 第18回近畿

105 kg級 686.5 kg 川口 充 第14回近畿 84 kg級 412.5 kg 野村 優 第20回近畿

120 kg級 761.0 kg 阪田 達也 第18回近畿 +84 kg級 345.0 kg 野村 紗矢香 第16回近畿

+120 kg級 520.0 kg 高橋 昌士 第20回近畿

近畿クラッシックパワーリフティング大会記録


