
2022 年 5 月 5 日　現在

樹立大会 樹立大会

59 kg級 150.0 ㎏ 第1回大会 47 kg級 85.0 ㎏ 第12回大会

66 kg級 195.0 ㎏ 第9回大会 52 kg級 140.0 ㎏ 第8回大会

74 kg級 227.5 ㎏ 第1回大会 57 kg級 100.0 ㎏ 第7回大会

83 kg級 250.0 ㎏ 第6回大会 63 kg級 160.0 ㎏ 第6回大会

93 kg級 270.0 ㎏ 第8回大会 69 kg級 160.0 ㎏ 第12回大会

105 kg級 235.0 ㎏ 第6回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 275.0 ㎏ 第12回大会 84 kg級 135.0 ㎏ 第9回大会

+120 kg級 200.0 ㎏ 第2回大会 +84 kg級 ㎏

樹立大会 樹立大会

59 kg級 100.0 ㎏ 第1回大会 47 kg級 45.0 ㎏ 第2回大会

66 kg級 130.0 ㎏ 第12回大会 52 kg級 60.0 ㎏ 第3回大会

74 kg級 160.0 ㎏ 第2回大会 57 kg級 62.5 ㎏ 第2回大会

83 kg級 150.0 ㎏ 第8回大会 63 kg級 80.0 ㎏ 第12回大会

93 kg級 160.0 ㎏ 第12回大会 69 kg級 95.0 ㎏ 第12回大会

105 kg級 175.0 ㎏ 第6回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 185.0 ㎏ 第12回大会 84 kg級 87.5 ㎏ 第9回大会

+120 kg級 140.0 ㎏ 第2回大会 +84 kg級 ㎏

樹立大会 樹立大会

59 kg級 220.0 ㎏ 第9回大会 47 kg級 90.0 ㎏ 第2回大会

66 kg級 205.0 ㎏ 第12回大会 52 kg級 140.0 ㎏ 第8回大会

74 kg級 252.5 ㎏ 第1回大会 57 kg級 135.0 ㎏ 第2回大会

83 kg級 280.0 ㎏ 第6回大会 63 kg級 160.0 ㎏ 第7回大会

93 kg級 300.0 ㎏ 第8回大会 69 kg級 210.0 ㎏ 第12回大会

105 kg級 270.0 ㎏ 第6回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 280.0 ㎏ 第5回大会 84 kg級 142.5 ㎏ 第9回大会

+120 kg級 195.0 ㎏ 第2回大会 +84 kg級 ㎏

樹立大会 樹立大会

59 kg級 467.5 ㎏ 第9回大会 47 kg級 215.0 ㎏ 第2回大会

66 kg級 515.0 ㎏ 第12回大会 52 kg級 335.0 ㎏ 第8回大会

74 kg級 635.5 ㎏ 第1回大会 57 kg級 272.5 ㎏ 第2回大会

83 kg級 657.5 ㎏ 第6回大会 63 kg級 385.0 ㎏ 第6回大会

93 kg級 715.0 ㎏ 第8回大会 69 kg級 460.0 ㎏ 第12回大会

105 kg級 680.0 ㎏ 第6回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 700.0 ㎏ 第12回大会 84 kg級 325.0 ㎏ 第9回大会

+120 kg級 535.0 ㎏ 第2回大会 +84 kg級 ㎏

松村　昭宏

中村　都夢

松村　昭宏 野村　優

中村　都夢

中村　都夢

※女子７２kg級　記録　SQ：１６０（窓場加津紗 第６回）、BP：８２．５（窓場加津紗 第７回）、DL：１８０（窓場加津紗 第８回）、Total：４１７．５（窓場加津紗 第７回）

古川　潤 野村　優

正木　俊行

松村　昭宏 栃下　みゆ

女子の部

小林　賢門 大西　翔子

芦原　徹 奥戸　知香

古川　潤 寺原　万留々

堤　彩夏

正木　俊行

佐野　誓建 栃下　みゆ

浅井　優希 南　采沙

中村　都夢

男子の部

階級

芦原　徹 奥戸　知香

デッドリフト

男子の部 女子の部

金子　万生

古川　潤 森田　奈那

野村　優

正木　俊行

小林　賢門 大西　翔子

氏名

栃下　みゆ

芦原　徹 奥戸　知香

本庄　孝 堤　彩夏

記録 氏名階級 記録

記録

小林　賢門 南　采沙

氏名 階級

古川　潤

古川　潤

正木　俊行

寺原　万留々

森田　奈那

記録

ベンチプレス

男子の部 女子の部

氏名

浅井　優希 南　采沙

古川　潤

階級

京　都　府　大　会　記　録

スクワット

男子の部 女子の部

階級

芦原　徹

記録 氏名 階級 記録 氏名

トータル

山口　晃平

益子　直己

三好　琴麻知

大西　翔子

冨田　加恵

水口　健太郎 南　采沙

階級 記録 氏名 階級 記録 氏名


