
階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 35.0 加藤   康司 新   潟 三晃堂書店 2005/05/18 第23回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 38.0 水村   春生 東   京 町田市健康リフティング 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 71.0 加藤   康司 新   潟 三晃堂書店 2005/05/18 第23回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 45.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 55.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 100.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 48.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 62.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 110.0 中島      豊 大   分 大分県ウエイトリフティング協会 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 43.0 小林      努 秋   田 行政書士小林努事務所 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 55.0 小林      努 秋   田 行政書士小林努事務所 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 98.0 小林      努 秋   田 行政書士小林努事務所 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 45.0 関野      武 大   分 日田クラブ 2014/08/15 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 59.0 関野      武 大   分 日田クラブ 2015/05/14 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 102.0 関野      武 大   分 日田クラブ 2015/05/14 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 52.0 中島      豊 大   分 宇佐WLC 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 68.0 中島      豊 大   分 宇佐WLC 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 120.0 中島      豊 大   分 宇佐WLC 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 65.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2013/08/03 2013年世界ﾏｽﾀｰｽﾞ競技大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 82.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2013/08/03 2013年世界ﾏｽﾀｰｽﾞ競技大会

トータル 147.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2013/08/03 2013年世界ﾏｽﾀｰｽﾞ競技大会

スナッチ 62.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2014/08/15 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 75.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2014/08/15 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 137.0 桂川  孝三 千   葉 法重会 2014/08/15 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

男子 : マスターズ日本公認最高記録(80-)
2015.07.01

男子 : マスターズ日本公認最高記録(75-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 56.0 池田      功 埼   玉 慶應OBリフターズ 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 68.0 池田      功 埼   玉 慶應OBリフターズ 2014/08/15 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 123.0 池田      功 埼   玉 慶應OBリフターズ 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 66.0 元山   甯男 東   京 多摩ウエイトリフティング愛好会 2011/10/31 第27回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 82.0 川崎   英俊 東   京 トシビデオ企画(株) 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 144.0 元山   甯男 東   京 多摩ウエイトリフティング愛好会 2011/10/31 第27回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 70.0 桂川   孝三 千   葉 法重会 2008/09/27 第24回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 89.0 桂川   孝三 千   葉 法重会 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 158.0 桂川   孝三 千   葉 法重会 2008/09/27 第24回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 68.0 竹下   彰彦 兵   庫 尼崎AGWG 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 83.0 前川   正喜 北海道 北海道ウエイトリフティング協会 2007/09/26 第23回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 147.5 佐々木   巌 滋   賀 滋賀県ウエイトリフティング協会 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 65.0 藤本   秀喜 埼   玉 埼玉県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 85.0 藤本   秀喜 埼   玉 埼玉県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 150.0 藤本   秀喜 埼   玉 埼玉県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 60.0 大森   康正 京   都 日本MWL研究会 2010/07/17 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 80.0 大森   康正 京   都 日本MWL研究会 2010/07/17 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 140.0 大森   康正 京   都 日本MWL研究会 2010/07/17 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 64.0 渡辺      悟 岡   山 みやまスポーツクラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 84.0 渡辺      悟 岡   山 みやまスポーツクラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 148.0 渡辺      悟 岡   山 みやまスポーツクラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 73.0 砂辺      勇 沖   縄 沖縄県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 85.0 川崎   英俊 東   京 トシビデオ企画(株) 2009/07/24 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 153.0 砂辺      勇 沖   縄 沖縄県ウエイトリフティング協会 2013/05/17 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 83.0 桂川   孝三 東   京 (株)ｳｴｻｶ･ﾃｨｰ･ｲｰ 2003/09/04 第19回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 100.0 桂川   孝三 東   京 (株)ｳｴｻｶ･ﾃｨｰ･ｲｰ 2004/06/12 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 180.0 桂川   孝三 東   京 (株)ｳｴｻｶ･ﾃｨｰ･ｲｰ 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 76.0 金子   耕二 大   阪 金子商事(株) 2012/08/31 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 96.0 古野   文彦 福   岡 福岡マスターズクラブ 2011/06/10 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 170.0 藤本   秀喜 埼   玉 埼玉県WL協会 2009/07/24 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 75.0 高橋   積雄 群   馬 高崎ウエイトリフティング協会 2003/05/11 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 97.0 山本  隆雄 奈   良 奈良県ウエイトリフティング協会 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 170.0 高橋   積雄 群   馬 高崎ウエイトリフティング協会 2003/05/11 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 80.0 三石   悦雄 千   葉 千葉クラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 92.0 三石   悦雄 千   葉 千葉クラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 172.0 三石   悦雄 千   葉 千葉クラブ 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 80.0 下坂   義昭 秋   田 秋田県ウエイトリフティング協会 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 105.0 下坂   義昭 秋   田 秋田県ウエイトリフティング協会 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 185.0 下坂   義昭 秋   田 秋田県ウエイトリフティング協会 2015/05/15 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

男子 : マスターズ日本公認最高記録(65-)
2015.07.01

男子 : マスターズ日本公認最高記録(70-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 68.0 片山   榮一 福   岡 福岡マスターズクラブ 2012/08/31 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 85.0 片山   榮一 福   岡 福岡マスターズクラブ 2012/08/31 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 153.0 片山   榮一 福   岡 福岡マスターズクラブ 2012/08/31 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 78.0 砂辺      勇 沖   縄 沖縄県協会 2007/05/19 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 95.0 佐古      浩 大   分 水産総合研究センター 2011/11/01 第27回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 165.0 佐古      浩 大   分 水産総合研究センター 2011/11/01 第27回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 87.5 真野      正 広   島 MBクラブ 2002/07/20 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 102.5 真野      正 広   島 MBクラブ 2002/07/20 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 190.0 真野      正 広   島 MBクラブ 2002/07/20 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 87.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2011/11/01 第27回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 108.0 荒井      正 北海道 北海道ウエイトリフティング協会 2011/06/11 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 191.0 金子   耕二 大   阪 金子商事(株) 2008/10/25 第26回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 103.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2009/10/13 第25回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 118.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2009/10/13 第25回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 221.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2009/10/13 第25回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 103.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2010/07/18 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 115.0 大森   康正 京   都 京都共済 2000/06/04 第18回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 203.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2010/07/18 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 101.0 下坂   義昭 秋   田 能代工業高校(職) 2009/10/13 第25回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 117.0 下坂   義昭 秋   田 秋田県ウエイトリフティング協会 2011/06/11 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 211.0 下坂   義昭 秋   田 能代工業高校(職) 2009/10/13 第25回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 73.0 鈴木   幸宏 東   京 杉並クラブ 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 85.0 牧野   吉伸 岡   山 笠岡工業高校(教) 2014/08/16 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 156.0 鈴木   幸宏 東   京 杉並クラブ 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 82.5 砂辺      勇 沖   縄 那覇市教育委員会 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 100.0 佐古      浩 宮   城 水産総合研究センター 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 175.0 佐古      浩 宮   城 水産総合研究センター 2006/07/22 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 92.5 浅野   芳信 岐   阜 種田石油(株) 1998/05/23 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 106.0 下村   敏美 北海道 郵便事業札幌支店 2011/06/11 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 192.5 真野      正 広   島 真野商店 1998/05/23 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 95.0 浅野   芳信 岐   阜 大垣クラブ 1999/05/29 第17回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 117.5 岡田      隆 山   梨 甲府地区消防本部 2004/06/12 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 210.0 岡田      隆 山   梨 甲府地区消防本部 2004/06/12 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 115.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2004/06/13 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 130.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2004/06/13 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 245.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2004/06/13 第22回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 110.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2006/07/23 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 131.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2006/07/23 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 241.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2006/07/23 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 110.0 下坂   義昭 秋   田 二ッ井高校(職) 2004/09/29 第20回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 130.0 下坂   義昭 秋   田 二ッ井高校(職) 2004/09/29 第20回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 240.0 下坂   義昭 秋   田 二ッ井高校(職) 2004/09/29 第20回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

男子 : マスターズ日本公認最高記録(60-)
2015.07.01

男子 : マスターズ日本公認最高記録(55-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 78.0 牧野   吉伸 岡   山 笠岡工業高校(教) 2011/06/11 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 94.0 牧野   吉伸 岡   山 笠岡工業高校(教) 2009/07/25 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 168.0 牧野   吉伸 岡   山 笠岡工業高校(教) 2011/06/11 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 87.5 砂辺      勇 沖   縄 那覇市役所 2001/08/01 第19回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 108.0 原         徹 群   馬 前橋育英高校(教) 2014/08/16 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 193.0 原         徹 群   馬 前橋育英高校(教) 2014/08/16 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 101.0 吉本   昌幸 山   口 長州バーベルクラブ 2012/09/01 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 127.5 金子   耕二 大   阪 守口ウエイトリフティング協会 1999/05/29 第17回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 227.5 金子   耕二 大   阪 守口ウエイトリフティング協会 1999/05/29 第17回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 103.0 浅沼   幸輝 岩   手 関東科学(株) 2014/08/16 第32回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 120.0 小嶋   栄二 新   潟 新潟県央工業高校(教) 2010/07/18 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 218.0 小嶋   栄二 新   潟 新潟県央工業高校(教) 2010/07/18 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 115.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2001/08/02 第19回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 132.5 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2001/08/02 第19回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 247.5 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2001/08/02 第19回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 122.5 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 135.0 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 257.5 三石   悦雄 千   葉 八千代松陰高校(教) 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 125.0 下坂   義昭 秋   田 矢島高校(職) 2000/06/04 第18回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 155.0 下坂   義昭 秋   田 矢島高校(職) 1999/09/09 第15回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 275.0 下坂   義昭 秋   田 矢島高校(職) 1999/09/09 第15回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 120.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2005/08/20 第23回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 140.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2005/08/20 第23回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 260.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2005/08/20 第23回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 82.5 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 105.0 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 187.5 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 2003/05/10 第21回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 95.0 森下   良平 大   阪 大阪市信用金庫 2013/05/18 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 115.0 原         徹 群   馬 前橋育英高校(教) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 205.0 森下   良平 大   阪 大阪市信用金庫 2013/05/18 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 105.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 130.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 235.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 110.0 平原   孝二 神奈川 早稲田大学(職) 2001/08/01 第19回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 135.0 福田   輝彦 京   都 (有)松本染工 2002/07/20 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 245.0 福田   輝彦 京   都 (有)松本染工 2002/07/20 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 116.0 田坂   美仁 愛   媛 愛媛県立新居浜病院 2015/05/17 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 142.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2015/05/17 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 253.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2015/05/17 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 111.0 水谷   一人 三   重 津市消防本部 2013/05/18 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 142.0 水谷   一人 三   重 津市消防本部 2013/05/18 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 253.0 水谷   一人 三   重 津市消防本部 2013/05/18 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 130.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 152.5 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 282.5 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2002/07/21 第20回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 140.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2000/06/04 第18回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 160.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2000/06/04 第18回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 300.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 2000/06/04 第18回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

男子 : マスターズ日本公認最高記録(50-)
2015.07.01

男子 : マスターズ日本公認最高記録(45-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 90.0 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 1998/05/23 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 1998/05/23 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 200.0 牧野   吉伸 岡   山 倉敷商業高校(教) 1998/05/23 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 105.0 森下   良平 大   阪 大阪府信用金庫 2008/10/26 第26回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 121.0 森下   良平 大   阪 大阪府信用金庫 2008/10/26 第26回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 226.0 森下   良平 大   阪 大阪府信用金庫 2008/10/26 第26回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 115.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 140.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 255.0 竹田      貢 京   都 鳥羽高校(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 110.0 鈴木   宗徹 福   島 田村高校(教) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 137.0 水野      剛 愛   知 (有)新興社 2013/05/19 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 239.0 水野      剛 愛   知 (有)新興社 2013/05/19 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 122.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2012/09/01 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 156.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 276.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 120.0 水谷   一人 三   重 津市消防本部 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 146.0 浅井   幸洋 東   京 第一三共(株) 2008/10/26 第26回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 261.0 浅井   幸洋 東   京 第一三共(株) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 125.0 清野   裕司 福   島 相馬農業高校(職) 2005/07/29 第21回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 146.0 森      大一 北海道 札幌ウエイトリフティング協会 2015/05/17 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 265.0 清野   裕司 福   島 相馬農業高校(職) 2005/07/29 第21回世界ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 150.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 1998/05/24 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 171.0 吉田      茂 三   重 三重県警 2006/07/23 第24回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 320.0 大川   克弘 大   阪 大阪府警察 1998/05/24 第16回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 90.0 宮川   一宏 徳   島 徳島新聞大山原専売所 2012/09/02 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 97.0 板橋   純一 秋   田 男鹿ビルメン(株) 2015/05/17 第33回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 186.0 宮川   一宏 徳   島 徳島新聞大山原専売所 2012/09/02 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 105.0 森下   良平 大   阪 大阪市信用金庫 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 126.0 小藤   修宏 広   島 宮島工業高校(教) 2011/06/12 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 230.0 森下   良平 大   阪 大阪市信用金庫 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 107.0 石川   洋平 愛   媛 新居浜工業高校(教) 2012/09/02 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 126.0 山下   和洋 愛   媛 (株)大力 2014/11/22 第51回全日本社会人選手権大会

トータル 232.0 石川   洋平 愛   媛 新居浜工業高校(教) 2012/09/02 第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 116.0 松下   敦史 兵   庫 淡路高校(教) 2011/06/12 第29回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 140.0 加賀美孝久 山   梨 (株)シャトレーゼ 2009/07/26 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 255.0 加賀美孝久 山   梨 (株)シャトレーゼ 2009/07/26 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 128.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 163.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 291.0 影山   博文 京   都 立命館大学(職) 2007/05/20 第25回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 118.0 吉岡   史生 東   京 警視庁第八機動隊 2013/05/19 第31回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 145.0 森      大一 北海道 北海ウエイトリフティングL協会 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 261.0 森      大一 北海道 北海道ウエイトリフティング協会 2010/07/19 第28回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ 131.0 佐野      衛 兵   庫 西日本エアウォーター物流 2009/07/26 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 170.0 佐野      衛 兵   庫 西日本エアウォーター物流 2009/07/26 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

トータル 301.0 佐野      衛 兵   庫 西日本エアウォーター物流 2009/07/26 第27回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会

スナッチ

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

トータル

男子 : マスターズ日本公認最高記録(35-)
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男子 : マスターズ日本公認最高記録(40-)
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階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 18.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 26.0 スタンダード

トータル 44.0 スタンダード

スナッチ 21.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 29.0 スタンダード

トータル 50.0 スタンダード

スナッチ 24.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 32.0 スタンダード

トータル 56.0 スタンダード

スナッチ 27.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 35.0 スタンダード

トータル 62.0 スタンダード

スナッチ 30.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 38.0 スタンダード

トータル 68.0 スタンダード

スナッチ 33.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 41.0 スタンダード

トータル 74.0 スタンダード

スナッチ 36.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 44.0 スタンダード

トータル 80.0 スタンダード

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 20.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 29.0 スタンダード

トータル 49.0 スタンダード

スナッチ 23.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 32.0 スタンダード

トータル 55.0 スタンダード

スナッチ 26.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 35.0 スタンダード

トータル 61.0 スタンダード

スナッチ 29.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 38.0 スタンダード

トータル 67.0 スタンダード

スナッチ 32.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 41.0 スタンダード

トータル 73.0 スタンダード

スナッチ 35.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 44.0 スタンダード

トータル 79.0 スタンダード

スナッチ 38.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 47.0 スタンダード

トータル 85.0 スタンダード

女子 : マスターズ日本公認最高記録(80-)
2015.07.01

女子 : マスターズ日本公認最高記録(75-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 22.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 32.0 スタンダード

トータル 54.0 スタンダード

スナッチ 25.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 35.0 スタンダード

トータル 60.0 スタンダード

スナッチ 28.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 38.0 スタンダード

トータル 66.0 スタンダード

スナッチ 31.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 41.0 スタンダード

トータル 72.0 スタンダード

スナッチ 34.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 44.0 スタンダード

トータル 78.0 スタンダード

スナッチ 37.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 47.0 スタンダード

トータル 84.0 スタンダード

スナッチ 40.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 50.0 スタンダード

トータル 90.0 スタンダード

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 24.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 35.0 スタンダード

トータル 59.0 スタンダード

スナッチ 28.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 39.0 スタンダード

トータル 67.0 スタンダード

スナッチ 32.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 43.0 スタンダード

トータル 75.0 スタンダード

スナッチ 36.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 47.0 スタンダード

トータル 83.0 スタンダード

スナッチ 40.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 51.0 スタンダード

トータル 91.0 スタンダード

スナッチ 44.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 55.0 スタンダード

トータル 99.0 スタンダード

スナッチ 48.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 59.0 スタンダード

トータル 107.0 スタンダード

女子 : マスターズ日本公認最高記録(70-)
2015.07.01

女子 : マスターズ日本公認最高記録(65-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 26.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 38.0 スタンダード

トータル 64.0 スタンダード

スナッチ 31.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 43.0 スタンダード

トータル 74.0 スタンダード

スナッチ 36.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 48.0 スタンダード

トータル 84.0 スタンダード

スナッチ 41.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 53.0 スタンダード

トータル 94.0 スタンダード

スナッチ 46.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 58.0 スタンダード

トータル 104.0 スタンダード

スナッチ 51.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 63.0 スタンダード

トータル 114.0 スタンダード

スナッチ 56.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 68.0 スタンダード

トータル 124.0 スタンダード

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 29.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 42.0 スタンダード

トータル 71.0 スタンダード

スナッチ 34.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 47.0 スタンダード

トータル 81.0 スタンダード

スナッチ 39.0 スタンダード

58Kg C&ジャーク 52.0 スタンダード

トータル 91.0 スタンダード

スナッチ 44.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 57.0 スタンダード

トータル 101.0 スタンダード

スナッチ 49.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 62.0 スタンダード

トータル 111.0 スタンダード

スナッチ 54.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 67.0 スタンダード

トータル 121.0 スタンダード

スナッチ 59.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 72.0 スタンダード

トータル 131.0 スタンダード

女子 : マスターズ日本公認最高記録(55-)
2015.07.01

女子 : マスターズ日本公認最高記録(60-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 32.0 スタンダード

48Kg C&ジャーク 46.0 スタンダード

トータル 78.0 スタンダード

スナッチ 38.0 谷川恵美子 富   山 谷川達朗仏壇 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

53Kg C&ジャーク 51.0 スタンダード

トータル 88.0 スタンダード

スナッチ 50.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2014/08/16 第32回全日本マスターズ選手権大会

58Kg C&ジャーク 64.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2014/08/16 第32回全日本マスターズ選手権大会

トータル 114.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2014/08/16 第32回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 51.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

63Kg C&ジャーク 65.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

トータル 116.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 52.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 66.0 スタンダード

トータル 118.0 スタンダード

スナッチ 57.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 71.0 スタンダード

トータル 128.0 スタンダード

スナッチ 62.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 76.0 スタンダード

トータル 138.0 スタンダード

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 38.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

48Kg C&ジャーク 51.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

トータル 89.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 40.0 スタンダード

53Kg C&ジャーク 55.0 スタンダード

トータル 95.0 スタンダード

スナッチ 59.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

58Kg C&ジャーク 71.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

トータル 130.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 54.0 澤邉   知子 千   葉 (株)大谷商会 2014/08/16 第32回全日本マスターズ選手権大会

63Kg C&ジャーク 68.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2009/07/24 第27回全日本マスターズ選手権大会

トータル 121.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2009/07/24 第27回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 55.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 70.0 スタンダード

トータル 125.0 スタンダード

スナッチ 60.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 75.0 スタンダード

トータル 135.0 スタンダード

スナッチ 65.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 80.0 スタンダード

トータル 145.0 スタンダード

女子 : マスターズ日本公認最高記録(50-)
2015.07.01

女子 : マスターズ日本公認最高記録(45-)
2015.07.01



階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 49.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2010/07/17 第28回全日本マスターズ選手権大会

48Kg C&ジャーク 56.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2010/07/17 第28回全日本マスターズ選手権大会

トータル 105.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2010/07/17 第28回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 46.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2011/06/10 第29回全日本マスターズ選手権大会

53Kg C&ジャーク 60.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2011/06/10 第29回全日本マスターズ選手権大会

トータル 106.0 宮田   陽子 埼   玉 埼玉県庁 2011/06/10 第29回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 62.5 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2003/11/23 彩の国まごころ国体記念杯

58Kg C&ジャーク 81.0 平良   真理 沖   縄 沖縄県ウエイトリフティング協会 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

トータル 139.0 平良   真理 沖   縄 沖縄県ウエイトリフティング協会 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 59.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2005/11/26 のじぎく兵庫国体記念杯

63Kg C&ジャーク 75.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2007/05/19 第25回全日本マスターズ選手権大会

トータル 133.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2005/11/26 のじぎく兵庫国体記念杯

スナッチ 60.0 スタンダード

69Kg C&ジャーク 75.0 スタンダード

トータル 135.0 スタンダード

スナッチ 65.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 81.0 西山      陽 奈   良 榛生昇陽高校(教) 2014/08/16 第32回全日本マスターズ選手権大会

トータル 145.0 スタンダード

スナッチ 72.0 鶴野   裕子 愛   知 瑞若クラブ 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

+75Kg C&ジャーク 85.0 鶴野   裕子 愛   知 瑞若クラブ 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

トータル 157.0 鶴野   裕子 愛   知 瑞若クラブ 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名

スナッチ 49.0 石井   伸子 三   重 亀山高校(教) 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

48Kg C&ジャーク 62.0 石井   伸子 三   重 亀山高校(教) 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

トータル 110.0 石井   伸子 三   重 亀山高校(教) 2008/10/25 第26回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 62.5 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2000/11/18 みやぎ国体記念杯

53Kg C&ジャーク 77.5 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2000/11/18 みやぎ国体記念杯

トータル 140.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2000/11/18 みやぎ国体記念杯

スナッチ 60.0 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2002/11/23 わかふじ国体記念杯

58Kg C&ジャーク 72.5 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2002/11/23 わかふじ国体記念杯

トータル 132.5 岩永小百合 山   梨 岩永玩具問屋 2002/11/23 わかふじ国体記念杯

スナッチ 60.0 スタンダード

63Kg C&ジャーク 75.0 スタンダード

トータル 135.0 スタンダード

スナッチ 66.0 坂本   直美 神奈川 放送大学 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

69Kg C&ジャーク 85.0 坂本   直美 神奈川 放送大学 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

トータル 151.0 坂本   直美 神奈川 放送大学 2015/05/16 第33回全日本マスターズ選手権大会

スナッチ 70.0 スタンダード

75Kg C&ジャーク 85.0 スタンダード

トータル 155.0 スタンダード

スナッチ 75.0 スタンダード

+75Kg C&ジャーク 90.0 スタンダード

トータル 165.0 スタンダード

女子 : マスターズ日本公認最高記録(40-)
2015.07.01

女子 : マスターズ日本公認最高記録(35-)
2015.07.01


