
2011年8月7日 2012年7月29日 2013年7月28日 2014年7月27日
鈴　木　　　 雅 鈴　木　　　 雅 神　田　知　子 神　田　知　子

回　数 順位 第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回 第35回
1位 髙　𣘺　康　弘 高　橋　賢　一 坂　本　純　宏
2位 坂　本　純　宏 吉　田　竜　也 山　上　　　 登
3位 山　上　   　登 髙　橋　俊　行 髙　𣘺　俊　行
4位 新　井　康　書 高　橋　健　二 吉　田　竜　也
5位 高　橋　賢　一 山　上　　　 登 高　橋　健　二
6位 高　橋　健　二 久　保　陽　一 髙　橋　一　馬
7位 関　　　 寛　樹 金　子　和　人 村　山　卓　也
8位 中　村　哲　也 山　口　貞　幸 岡　田　　　 正
9位 田　中　琢　也 三　田　志　行 金　子　和　人
10位 髙　橋　祐　介 石　井　秀　平 山　口　貞　幸
11位 山　口　貞　幸 三　田　志　行
12位 木　暮　　　 勉
1位 新　井　康　書
2位 高　橋　健　二
3位 関　   　寛　樹
1位 坂　本　純　宏
2位 中　村　哲　也
3位 髙　橋　祐　介
1位 髙　𣘺　康　弘
2位 田　中　琢　也
3位 三　田　志　行

回　数 順位 第17回 第18回 第19回 第20回
1位 中　村　哲　也 髙　橋　俊　行 山　口　貞　幸
2位 山　口　貞　幸 山　口　貞　幸 木　村　恵　一
3位 三　田　志　行 三　田　志　行 三　田　志　行

回　数 順位 第1回
ｼﾞｭﾆｱ 1位 佐　藤　穂　高

2004年8月1日 2005年8月7日 2006年8月6日 2007年8月5日 2008年7月27日 2009年7月26日 2010年7月25日
水　間　詠　子 山　岸　秀　匡 合　戸　孝　二 木　澤　大　祐 鈴　木　　　 雅 下　田　雅　人

回　数 順位 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回 第28回
1位 根　岸　勝　広 久　米　敏　朗 山　澤　真　二 岡　田　憲　人 高　橋　保　憲 青　山　武　司 佐　口　　　 昇
2位 竹　内　幸　治 青　山　武　司 岡　田　憲　人 金　井　幸　夫 青　山　武　司 金　子　利　弘 吉　田　雄　二
3位 青　山　武　司 田　中　裕　也 金　子　利　弘 栗　原　正　浩 栗　原　正　浩 吉　田　雄　二 山　上　　　 登
4位 青　山　武　司 高　橋　保　憲 吉　田　雄　二 佐　口　　　 昇 高　橋　賢　一
5位 長　島　昌　彦 千　束　正　彦 佐　口　　　 昇 山　上　　　 登 高　橋　健　二
6位 田　中　琢　也 吉　田　雄　二 千　束　正　彦 高　橋　賢　一 栗　原　正　浩
7位 田　中　琢　也 山　上　     登 荒　木　信　也 中　村　哲　也
8位 坂　本　純　宏 新　井　康　書 中　村　哲　也 新　井　康　書
9位 山　上　     登 関　　　 寛　樹 高　橋　健　二 髙　畑　勝　史
10位 荒　木　信　也 渡　辺　和　浩 関　口　直　宏 久　保　陽　一
11位 村　田　良　司 赤　塚　宏　史 山　口　貞　幸 高　橋　祐　介
12位 中　村　哲　也 笠　原　孝　昭 三　田　志　行 山　口　貞　幸
1位 竹　内　幸　治 久　米　敏　朗 長　島　昌　彦 高　橋　保　憲 吉　田　雄　二 佐　口　     昇 高　橋　賢　一
2位 長　島　昌　彦 竹　内　幸　治 佐　口　　　 昇 千　束　正　彦 佐　口　　　 昇 高　橋　賢　一 高　橋　健　二
3位 荒　木　信　也 佐　口　　　 昇 川　嵜　正　弘 吉　田　雄　二 千　束　正　彦 中　村　哲　也 新　井　康　書
1位 根　岸　勝　広 青　山　武　司 山　澤　真　二 金　井　幸　夫 高　橋　保　憲 吉　田　雄　二 山　上　　　 登
2位 赤　塚　宏　史 荒　木　信　也 青　山　武　司 山　上　     登 山　上　     登 山　上　     登 中　村　哲　也
3位 小　野　公　男 山　上　　　 登 赤　塚　宏　史 荒　木　信　也 小　野　公　男 荒　木　信　也 髙　畑　勝　史
1位 青　山　武　司 田　中　裕　也 岡　田　憲　人 岡　田　憲　人 栗　原　正　浩 金　子　利　弘 高　橋　祐　介
2位 金　子　利　弘 田　中　琢　也 金　子　利　弘 栗　原　正　浩 赤　塚　宏　史 関　口　直　宏 飯　塚　　　 勉
3位 鈴　木　広　一 金　井　幸　夫 田　中　琢　也 田　中　琢　也 関　口　直　宏 飯　塚　     勉 茂　木　洋　佳

回　数 順位 第4回
1位 吉　田　清　子
2位 長谷川　真 弓
3位 外 山　小百合

回　数 順位 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回
1位 山　上　　　 登 千　束　正　彦 川　嵜　正　弘 長　島　昌　彦 笠　原　孝　昭 高　橋　賢　一 髙　畑　勝　史
2位 山　口　貞　幸 高　畑　勝　史 高　畑　勝　史 髙　畑　勝　史 高　畑　勝　史 髙　畑　勝　史 山　口　貞　幸
3位 笠　原　孝　昭 山　上　　　 登 笠　原　孝　昭 笠　原　孝　昭 長谷川　　　守 山　口　貞　幸 三　田　志　行

男子総合

女　子

群馬県ボディビル選手権大会 歴代入賞者一覧表

男　子
65kg級

男子総合

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

男　子
70kg級

男　子
70kg超

級

男　子
70kg超

級

男　子
65kg級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

男　子
70kg級

開　催　日

ゲ　ス　ト

開　催　日

ゲ　ス　ト
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群馬県ボディビル選手権大会 歴代入賞者一覧表

1997年8月31日 1998年8月2日 1999年8月1日 2000年8月6日 2001年8月5日 2002年8月11日 2003年8月10日
谷　野　義　弘 朝　生　照　雄 山　岸　秀　匡 相　川　浩　一

回　数 順位 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回
1位 橋　本　光　規 小　暮　貴　男 大　谷　宗　貴 新 井　美智男 原　澤　貴　光 塚　本　健　二 ﾏｲｹﾙCﾗｼﾞｬﾊﾟｸｻ

2位 小　暮　貴　男 新 井　美智男 新 井　美智男 久　米　敏　朗 伊　藤　宗　樹 ﾏｲｹﾙCﾗｼﾞｬﾊﾟｸｻ 根　岸　勝　広
3位 大　谷　宗　貴 大　谷　宗　貴 久　米　敏　朗 宮　澤　 　　一 宮　澤　　　 一 伊　藤　宗　樹 久　米　敏　朗
4位 新 井　美智男 久　米　敏　朗 宮　澤　　　 一 小　野　公　男 小　野　公　男 根　岸　勝　広 金　子　利　弘
5位 岡　田　弘　志 藤　原　健　吾 藤　原　健　吾 金　井　幸　夫 金　井　幸　夫 村　田　良　司 ﾎﾞｿﾞﾙｷﾞBﾚｻﾞｰ 
6位 長　島　 　　稔 金　井　幸　夫 小　野　公　男 近　藤　　　 健 桑　原　　　 厚 金　子　利　弘 金　井　幸　夫
7位 小　林　　 　剛 宮　澤　 　　一 阿　部　武　志 茂　木　洋　佳 田　中　琢　也 竹　内　幸　治 伊　藤　宗　樹
8位 藤　原　健　吾 桑　原　厚　二 竹　内　幸　治 竹　内　幸　治 荒　木　信　也 青　山　武　司 佐　口　　　 昇
9位 川　崎　友　彦 高　橋　雅　晴 椎　名　雅　樹 椎　名　雅　樹 竹　内　幸　治 佐　口　　 　昇 竹　内　幸　治
10位 小　野　公　男 小　野　公　男 金　井　幸　夫 伊　藤　宗　樹 近　藤　　 　健 田　中　琢　也 青　山　武　司
11位 高　畑　勝　史 桑　原 　　　厚 津久井　勇 樹 石　原　良　治 石　川　　　 弘 小　野　公　男 桑　原　　　 厚
12位 大　沢　 　　誠 阿　部　武　志 田　中　琢　也 深　江　信　邦 深　江　信　邦 荒　木　信　也 小　野　公　男

回　数 順位 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回
1位 小　野　公　男 桑　原　厚　二 小　野　公　男 高　山　幹　雄 村　田　良　司 山　口　貞　幸
2位 井　田　　 　勇 小　野　公　男 高　山　幹　雄 宮　崎　　　 均 倉　林　　　 豊 茂　木　洋　佳
3位 茂　木　洋　佳 富　田　弘　高 水　内　　　 整 水　内　　　 整 長　島　昌　彦 三　田　志　行

1990年8月26日 1991年9月1日 1992年8月30日 1993年8月22日 1994年8月28日 1995年8月6日 1996年8月4日
朝生照雄・記子 磯　村　俊　夫 小　沼　敏　雄 大河原　久 典 廣　田　俊　彦 朝　生　照　雄 上　野　結　花

回　数 順位 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回
1位 マイカロバーツ 脇　本　俊　郎 渡　辺　好　夫 渡　辺　好　夫 根　岸　　　 浩 栗　原　健　一 千　束　正　彦
2位 米　山　勝　芳 根　岸　　　 浩 今　井　正　之 根　岸　　　 浩 栗　原　健　一 菊　池　　　 賢 小　暮　貴　男
3位 根　岸　　　 浩 阿久津　　　登 根　岸　　　 浩 齊　藤　博　功 大　水　秀　樹 齊　藤　博　功 久　米　敏　朗
4位 脇　本　俊　郎 小　林　貴　一 楢　原　剛　志 田　中　義　久 久　米　敏　朗 三　森　　　 敦 岡　田　弘　志
5位 楢　原　剛　志 楢　原　剛　志 米　山　勝　芳 栗　原　健　一 齊　藤　博　功 久　米　敏　朗 齊　藤　博　功
6位 齊　藤　博　功 米　山　勝　芳 齊　藤　博　功 渡　丸　　　 隆 桑　原　厚　二 小　暮　貴　男 高　畑　勝　史
7位 阿久津　　　登 齊　藤　博　功 細　野　安　司 細　野　安　司 武　田　安　彦 松　村　　　 操 小　野　公　男
8位 長　屋　正　臣 久　米　敏　朗 松　村　　　 操 村　田　良　司 須　藤　幸　祐 今　井　正　之 倉　沢　喜　幸
9位 村　田　良　司 岸　本　勝　行 栗　原　健　一 武　田　安　彦 西　沢　英　己 桑　原　厚　二 藤　原　健　吾
10位 松　村　　 　操 松　村　健　一 須　藤　幸　祐 弓　納　持　治 岡　田　弘　志 須　藤　幸　祐 岩　渕　道　憲
11位 中　島　英　司 川　崎　正　弘 久　米　敏　朗 小野里　和 芳 宮　内　明　広 小　野　公　男 楢　原　剛　志
12位 清　水　　　 守 平　塚　浩　一 榑　松　政　人 岡　田　弘　志 千　束　正　彦 平　塚　浩　一 小　林　　　 剛

回　数 順位 第3回
1位 田　村　亜　紀
2位 野　中　有　理
3位 小　野　直　子

回　数 順位 第1回 第2回 第3回
1位 田　村　憲　一 松　村　　　 操 桑　原　厚　二
2位 井　田　　 　勇 桑　原　厚　二 小　野　公　男
3位 長　谷　　　 進 平　沢　康　弘 戸　丸　準　一

1983年 1984年8月5日 1985年9月1日 1986年8月31日 1987年7月26日 1988年8月28日 1989年8月27日
重　村　　　 尚 石　井　直　方 朝生照雄・田吹美智代 小　沼　敏　雄 朝　生　照　雄 橋　本　貴　子

回　数 順位 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回
1位 岡　田　　　 晃 岡　田　　　 晃 松　島　康　裕 五十嵐　　　正 岡　田　　　 晃 山　岡　哲　基 坂　部　賢　治
2位 茂　木　正　次 中　林　光　男 坂　部　賢　治 坂　部　賢　治 五十嵐　　　正 米　山　勝　芳 マイカロバーツ
3位 田　胡　友　男 阿　部　孝　一 中　林　光　男 阿　部　孝　一 松　島　康　裕 坂　部　賢　治 小　林　貴　一
4位 中　林　光　男 浦　野　　　 博 阿　部　孝　一 米　山　勝　芳 中　沢　孝　夫 小　林　貴　一 楢　原　剛　志
5位 青　木　清　二 福　田　征　司 五十嵐　　　正 中　林　光　男 根　岸　　　 浩 中　沢　孝　夫 土　谷　裕　一
6位 根　岸　　　 浩 根　岸　　　 浩 米　山　勝　芳 吉　浦　　　 博 米　山　勝　芳 長　屋　正　臣 岸　本　勝　行
7位 阿　部　孝　一 青　木　清　二 中　沢　孝　夫 根　岸　　　 浩 阿久津　　　登 楢　原　剛　志 村　田　良　司
8位 浦　野　　　 博 赤　平　友　彦 森　村　菊　男 植　杉　庄　二 山　岡　哲　基 根　岸　　　 浩 阿久津　　　登
9位 岡　田　精　三 丸　山　博　吉 森　村　菊　男 植　杉　庄　二 村　田　良　司 脇　本　俊　郎
10位 栗　本　晴　義 稲　毛　強　司 阿久津　　　登 浦　野　　　 博 脇　本　俊　郎 根　岸　　　 浩
11位 丸　山　博　吉 根　岸　　　 浩 土　谷　裕　一 稲　毛　強　司 小　野　初　雄 大　沢　　 　誠
12位 森　村　菊　男 飯　塚　正　美 大　山　宏　和 小　野　初　雄 松　村　　　 操 川　崎　正　弘

回　数 順位 第1回 第2回
1位 須 田　久美子 須 田　久美子
2位 山 岡　由香利 小 山　留美子
3位 高　徳　松　代 西  島　アツ子

ゲ　ス　ト

男　子

ゲ　ス　ト

開　催　日

ゲ　ス　ト

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

男　子

男　子

開　催　日

開　催　日
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