
2022 年 5 月 6 日　現在

樹立大会 樹立大会

59 kg級 150.0 ㎏ 第1回大会 47 kg級 90.0 ㎏ 第5回大会

66 kg級 177.5 ㎏ 第3回大会 52 kg級 85.0 ㎏ 第4回大会

74 kg級 190.0 ㎏ 第1回大会 57 kg級 80.0 ㎏ 第2回大会

83 kg級 225.0 ㎏ 第8回大会 63 kg級 ㎏

93 kg級 210.0 ㎏ 第4回大会 69 kg級 120.0 ㎏ 第8回大会

105 kg級 250.0 ㎏ 第4回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 140.0 ㎏ 第2回大会 84 kg級 ㎏

+120 kg級 190.0 ㎏ 第5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 65.0 ㎏ 第5回大会

66 kg級 145.0 ㎏ 第5回大会 52 kg級 67.5 ㎏ 第3回大会

74 kg級 135.0 ㎏ 第4回大会 57 kg級 47.5 ㎏ 第8回大会

83 kg級 152.5 ㎏ 第8回大会 63 kg級 ㎏

93 kg級 140.0 ㎏ 第4回大会 69 kg級 65.0 ㎏ 第8回大会

105 kg級 175.0 ㎏ 第8回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 100.0 ㎏ 第2回大会 84 kg級 ㎏

+120 kg級 140.0 ㎏ 第5回大会 +84 kg級 ㎏

樹立大会 樹立大会

59 kg級 180.0 ㎏ 第1回大会 47 kg級 140.0 ㎏ 第8回大会

66 kg級 230.0 ㎏ 第5回大会 52 kg級 130.0 ㎏ 第3回大会

74 kg級 217.5 ㎏ 第4回大会 57 kg級 80.0 ㎏ 第2回大会

83 kg級 250.0 ㎏ 第8回大会 63 kg級 ㎏

93 kg級 255.0 ㎏ 第4回大会 69 kg級 115.0 ㎏ 第8回大会

105 kg級 260.0 ㎏ 第4回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 140.0 ㎏ 第2回大会 84 kg級 ㎏

+120 kg級 180.0 ㎏ 第4回大会 +84 kg級

樹立大会 樹立大会

59 kg級 420.0 ㎏ 第2回大会 47 kg級 287.5 ㎏ 第5回大会

66 kg級 565.0 ㎏ 第5回大会 52 kg級 277.5 ㎏ 第4回大会

74 kg級 532.5 ㎏ 第4回大会 57 kg級 200.0 ㎏ 第2回大会

83 kg級 627.5 ㎏ 第8回大会 63 kg級 ㎏

93 kg級 590.0 ㎏ 第4回大会 69 kg級 300.0 ㎏ 第8回大会

105 kg級 630.0 ㎏ 第4回大会 76 kg級 ㎏

120 kg級 380.0 ㎏ 第2回大会 84 kg級 ㎏

+120 kg級 510.0 ㎏ 第5回大会 +84 kg級 ㎏

滋　賀　県　大　会　記　録

スクワット

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 階級 記録 氏名

星　陽一郎 西村　政子

田端　昌之 西村　政子

松野尾　哲史 吉田　早希

大島　逸生

奥谷　　仁 齋藤　明子

髙橋　一平

髙橋　昌士

髙橋　昌士

ベンチプレス

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 階級 記録 氏名

中出　裕己 西村　政子

飛奈　駿佑 西村　政子

石嶺　翔 田中　たえ子

大島　逸生

川上　高嶺 齋藤　明子

澤井　翼

髙橋　昌士

髙橋　昌士

デッドリフト

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 階級 記録 氏名

中出　裕己 西村　政子

飛奈　駿佑 西村　政子

石嶺　翔 吉田　早希

大島　逸生

奥谷　　仁 齋藤　明子

髙橋　一平

髙橋　昌士

髙橋　昌士

トータル

男子の部 女子の部

階級 記録 氏名 階級 記録 氏名

田端　昌之 西村　政子

飛奈　駿佑 西村　政子

石嶺　翔 吉田　早希

※女子７２kg級　記録　SQ：１００（中村理歩 第４回）、BP：５５（中村理歩 第４回）、DL：１００（中村理歩 第４回）、Total：２５５（中村理歩 第４回）

髙橋　昌士

髙橋　昌士

大島　逸生

奥谷　　仁 齋藤　明子

髙橋　一平


