
27名出場（1位～8位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 斉　藤　    與 ｻｲﾄｳ ｺｳ 60才 163cm 63kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

2 橋　本　耀　介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 24才 167cm 64kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

3 見　越　祐　介 ﾐｺｼ ﾕｳｽｹ 36才 167cm 67kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

4 森　    浩　二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 47才 167cm 70kg 個人

5 金　山　芳　史 ｶﾅﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 51才 167cm 71kg 個人

6 渡　辺　泰　生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 20才 168cm 57kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

7 門　馬　祐　太 ﾓﾝﾏ ﾕｳﾀ 22才 168cm 64kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

8 寺　島　敏　幸 ﾃﾗｼﾏ ﾄｼﾕｷ 50才 168cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

9 佐　藤　    司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 46才 168cm 65kg 個人

10 大　野　啓　司 ｵｵﾉ ｹｲｼﾞ 63才 168cm 69kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

11 小　玉　則　雄 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘｵ 55才 168cm 71kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

12 小　原　靖　訓 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ 45才 170cm 67kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

13 山　田　敬　史 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 37才 171cm 73kg 個人

14 高　島　大　輔 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 43才 172cm 73kg 個人

15 平　岡　亨　誠 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾉﾘ 25才 172cm 73kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

16 菅　野　元　気 ｽｶﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 31才 172cm 76kg 個人

17 池　田　光　彦 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 21才 173cm 69kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

18 林　    圭　一 ﾊﾔｼ ｹｲｲﾁ 50才 173cm 73kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

19 土　屋　翔太朗 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 28才 173cm 77kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

20 前　田　恭　延 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 49才 174cm 63kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

21 北　島　伊　織 ｷﾀｼﾞﾏ ｲｵﾘ 28才 174cm 72kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

22 中　野　    郁 ﾅｶﾉ ｶｵﾙ 28才 175cm 72kg 個人

23 山　本　建　土 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 31才 176cm 80kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

24 赤　川　公　謙 ｱｶｶﾞﾜ ｺｳｹﾝ 27才 176cm 85kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

25 鵜　飼　浩　至 ｳｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 48才 177cm 75kg 個人

26 金　子　    暁 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 35才 180cm 80kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

27 吉　田　    渉 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 40才 184cm 80kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

9名出場（1位～3位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

2 橋　本　耀　介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 24才 167cm 64kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

6 渡　辺　泰　生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 20才 168cm 57kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

13 山　田　敬　史 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 37才 171cm 73kg 個人

15 平　岡　亨　誠 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾉﾘ 25才 172cm 73kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

16 菅　野　元　気 ｽｶﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 31才 172cm 76kg 個人

17 池　田　光　彦 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 21才 173cm 69kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

19 土　屋　翔太朗 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 28才 173cm 77kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

22 中　野　    郁 ﾅｶﾉ ｶｵﾙ 28才 175cm 72kg 個人

25 鵜　飼　浩　至 ｳｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 48才 177cm 75kg 個人

2名出場（1位～2位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

20 前　田　恭　延 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 49才 174cm 63kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

25 鵜　飼　浩　至 ｳｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 48才 177cm 75kg 個人

≪一般男子≫

≪新 人≫

2019年 北海道選手権大会 出場選手名簿
≪2019年7月28日開催≫

≪マスターズ40才以上級≫
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2019年 北海道選手権大会 出場選手名簿
≪2019年7月28日開催≫

2名出場（1位～2位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

8 寺　島　敏　幸 ﾃﾗｼﾏ ﾄｼﾕｷ 50才 168cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

18 林　    圭　一 ﾊﾔｼ ｹｲｲﾁ 50才 173cm 73kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

2名出場（1位～2位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 斉　藤　　　與 ｻｲﾄｳ ｺｳ 60才 163cm 63kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

10 大　野　啓　司 ｵｵﾉ ｹｲｼﾞ 63才 168cm 69kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

5名出場（1位～5位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 松　浦　耕　大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 22才 166cm 56kg 個人

2 新　関　光太朗 ﾆｲｾﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 22才 166cm 60kg 個人

3 前　鼻　一　馬 ﾏｴﾊﾅ ｶｽﾞﾏ 19才 167cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

4 杉　澤　晃　士 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳｼ 22才 167cm 69kg 個人

5 前　田　哲　弥 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ 21才 169cm 70kg 個人

9名出場（1位～6位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

6 小　林　真　登 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 22才 173cm 73kg 個人

7 三　浦　健　介 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ 23才 173cm 70kg 個人

8 佐々木　悠　生 ｻｻｷ ﾕｳｲ 21才 173cm 68kg 個人

9 廣　富　    晶 ﾋﾛﾄﾐ ｱｷﾗ 23才 174cm 61kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

10 添　田　匡　哉 ｿｴﾀﾞ ﾏｻﾔ 19才 175cm 62kg 個人

11 加　藤　峻　介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 23才 177cm 67kg 個人

12 宮　城　誠　也 ﾐﾔｷﾞ ｾｲﾔ 22才 177cm 75kg 個人

13 高　橋　樹希也 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭｷﾔ 21才 178cm 65kg 個人

14 坂　内　優　悟 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾕｳｺﾞ 20才 180cm 76kg 個人

19名出場（1位～6位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 数　矢　靖　治 ｽﾔ ｾｲｼﾞ 32才 157cm 55kg 個人

2 北　田　航　一 ｷﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ 38才 160cm 57kg 個人

3 向　井　陽　紀 ﾑｶｲ ﾊﾙｷ 32才 162cm 60kg 個人

4 岡　村　正　仁 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 51才 164cm 57kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

5 鈴　木　佑　護 ｽｽﾞｷ ｺｳｺﾞ 27才 164cm 60kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

6 伊　藤　公　彦 ｲﾄｳ ｷﾐﾋｺ 38才 164cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

7 今　井　俊　秀 ｲﾏｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 34才 165cm 63kg 個人

8 長　江　智　章 ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｱｷ 33才 165cm 63kg 個人

9 松　浦　耕　大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 22才 166cm 56kg 個人

10 新　関　光太朗 ﾆｲｾﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 22才 166cm 60kg 個人

11 佐　野　    光 ｻﾉ ﾋｶﾙ 36才 166cm 63kg 個人

12 西　田　聖　彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 30才 166cm 65kg 個人

13 浅　間　翔　人 ｱｻﾏ ｼｮｳﾄ 30才 167cm 62kg 個人

14 伊　藤　    亘 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 29才 167cm 62kg 個人

15 前　鼻　一　馬 ﾏｴﾊﾅ ｶｽﾞﾏ 19才 167cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

16 岩　井　昌　史 ｲﾜｲ ﾏｻｼ 28才 167cm 67kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

17 安　野　義　亮 ﾔｽﾉ ｷﾞﾘｮｳ 37才 167cm 68kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

18 杉　澤　晃　士 ｽｷﾞｻﾜ ｺｳｼ 22才 167cm 69kg 個人

19 千　歳　賢　人 ﾁﾄｾ ｹﾝﾄ 27才 167cm 70kg 個人

≪メンズフィジーク23才以下172cm以下級≫

≪メンズフィジーク168cm以下級≫

≪メンズフィジーク23才以下172cm超級≫

≪マスターズ50才以上級≫

≪マスターズ60才以上級≫

- 2 - Hokkaido Bodybuilding and Fitness Federation 2019/7/10



2019年 北海道選手権大会 出場選手名簿
≪2019年7月28日開催≫

7名出場（1位～6位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

20 前　田　哲　弥 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ 21才 169cm 70kg 個人

21 番　重　敬　貴 ﾊﾞﾝｼﾞｭｳ ﾖｼﾀｶ 47才 170cm 62kg 個人

22 川　村　凌　多 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 24才 170cm 68kg 個人

23 立　花　優　作 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｻｸ 25才 170cm 70kg 個人

24 中　西　将　基 ﾅｶﾆｼ ﾏｻｷ 23才 171cm 69kg 個人

25 井　上　文　伸 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾉﾌﾞ 59才 172cm 69kg 個人

26 和久井　　　学 ﾜｸｲ ﾏﾅﾌﾞ 39才 172cm 70kg 個人

9名出場（1位～6位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

27 小　林　真　登 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 22才 173cm 73kg 個人

28 三　浦　健　介 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ 23才 173cm 70kg 個人

29 工　藤　    新 ｸﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 25才 173cm 75kg 個人

30 會　田　崇　雄 ｱｲﾀ ﾀｶｵ 35才 173cm 75kg 個人

31 土　屋　翔太朗 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 28才 173cm 77kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

32 田井中　　　駿 ﾀｲﾅｶ ｼｭﾝ 27才 173cm 67kg 個人

33 福　井　陸　斗 ﾌｸｲ ﾘｸﾄ 24才 174cm 66kg BIOﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

34 斎　藤　翔　吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 27才 174cm 70kg 個人

35 富　田　嘉　樹 ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 28才 174cm 71kg 個人

15名出場（1位～6位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

36 廣　川　智　也 ﾋﾛｶﾜ ﾄﾓﾔ 20才 176cm 75kg 個人

37 加　藤　峻　介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 23才 177cm 67kg 個人

38 宮　城　誠　也 ﾐﾔｷﾞ ｾｲﾔ 22才 177cm 75kg 個人

39 広　川　真　矢 ﾋﾛｶﾜ ｼﾝﾔ 31才 177cm 75kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

40 三　宅　勇　貴 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 25才 177cm 75kg 個人

41 笹　原　功　貴 ｻｻﾊﾗ ｺｳｷ 25才 177cm 75kg 個人

42 五十嵐　優　太 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀ 30才 177cm 70kg 個人

43 堀　田　    亘 ﾎﾘﾀ ﾜﾀﾙ 38才 177cm 70kg 個人

44 荒　木　直　也 ｱﾗｷ ﾅｵﾔ 46才 178cm 65kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

45 高　橋　樹希也 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭｷﾔ 21才 178cm 65kg 個人

46 山　口　浩　生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 32才 179cm 83kg 個人

47 福　岡　広　輔 ﾌｸｵｶ ｺｳｽｹ 27才 179cm 75kg 個人

48 藤　山　大　將 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 32才 180cm 76kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

49 坂　内　優　悟 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾕｳｺﾞ 20才 180cm 76kg 個人

50 武　本　泰　幸 ﾀｹﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 35才 184cm 78kg 個人

3名出場（1位～3位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 藤　吉　仁　美 ﾌｼﾞﾖｼ ﾋﾄﾐ 27才 153cm 48kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

2 門　馬　佳　純 ﾓﾝﾏ ｶｽﾐ 32才 157cm 46kg 個人

3 佐　藤　    茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 29才 158cm 48kg 個人

3名出場（1位～3位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

4 三　条　美　里 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾐｻﾄ 29才 159cm 44kg 個人

5 五十嵐　直　子 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵｺ 31才 161cm 49kg 個人

6 瀬　川　仁　美 ｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 32才 161cm 52kg 個人

≪メンズフィジーク176cm以下級≫

≪メンズフィジーク172cm以下級≫

≪メンズフィジーク176㎝超級≫

≪ビキニフィットネス35才以下158cm以下級≫

≪ビキニフィットネス35才以下163cm以下級≫
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2019年 北海道選手権大会 出場選手名簿
≪2019年7月28日開催≫

1名出場（1位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

7 姚　    麗　花 ﾖｳ ﾚｲｶ 23才 169cm 57kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

2名出場（1位～2位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

8 上　野　美　穂 ｳｴﾉ ﾐﾎ 35才 159cm 47kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

9 高　橋　真　弓 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 51才 160ｃｍ 48kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

3名出場（1位～3位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

10 伊　藤　佳　絵 ｲﾄｳ ﾖｼｴ 41才 161cm 51kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

11 安　部　栄　子 ｱﾍﾞ ｴｲｺ 43才 167cm 55kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

12 小　寺　裕　子 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｺ 35才 168cm 53kg 個人

2名出場（1位～2位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 寺　村　美　香 ﾃﾗﾑﾗ ﾐｶ 56才 158cm 48kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

2 川　上　由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 62才 160cm 48kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

3名出場（1位～3位表彰）

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 清　水　　　恵 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 34才 163cm 47kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

2 山　口　美　紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷ 44才 163cm 48kg ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰﾜﾝ

3 姚　    麗　花 ﾖｳ ﾚｲｶ 23才 169cm 57kg ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱIRONGYM

≪ボディフィットネス≫

≪女子フィジーク≫

≪ビキニフィットネス35才超160cm超級≫

≪ビキニフィットネス35才以下163cm超級≫

≪ビキニフィットネス35才超160cm以下級≫
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