
1名出場(表彰:1位)

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

1 山　田　美　紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 石　川 44才 157cm 46kg ｴｲﾑｵﾘﾝﾋﾟｱﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

3名出場(表彰:1～3位)

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

2 大　谷　美　咲 ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ 新　潟 31才 158cm 49kg 個人登録

3 福　島　千　尋 ﾌｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 石　川 32才 159cm 49kg 個人登録

4 鏡　石　あかね ｶｶﾞﾐｲｼ ｱｶﾈ 東　京 27才 171cm 53kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

2名出場(表彰:1～2位)

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

5 中　野　智　子 ﾅｶﾉ ﾄﾓｺ 石　川 49才 158cm 49kg 個人登録

6 奥　田　倫　子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 富　山 37才 166cm 60kg WorkoutGYM983

16名出場(表彰:1～6位)

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

7 下　田　亮　良 ｼﾓﾀﾞ ﾘｮｳｹﾝ 石　川 21才 161cm 65kg 個人登録

8 武　田　徹　也 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ 石　川 35才 163cm 58kg 限定登録

9 田　中　光　昭 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾃﾙ 東　京 35才 163cm 65kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

10 上　田　宗　司 ｳｴﾀﾞ ｿｳｼ 石　川 26才 163cm 60kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

11 尾　野　壱　成 ｵﾉ ｲｯｾｲ 石　川 23才 165cm 65kg 限定登録

12 千　田　佳　祐 ﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 石　川 22才 165cm 58kg 個人登録

13 梨　井　星太朗 ﾅｼｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 石　川 26才 166cm 限定登録

14 吉　田　英　司 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 石　川 28才 167cm 限定登録

15 岡　田　彰　彦 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋｺ 石　川 24才 167cm 個人登録

16 宮　坂　龍之介 ﾐﾔｻｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 石　川 30才 167cm 限定登録

17 大　坪　尚　樹 ｵｵﾂﾎﾞ ﾅｵｷ 石　川 34才 167cm 66kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

18 西　田　聖　彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東　京 30才 167cm 65kg 個人登録

19 尻　田　悠　介 ｼﾘﾃﾞﾝ ﾕｳｽｹ 石　川 25才 168cm 63kg 限定登録

20 鎌　谷　尚　広 ｶﾏﾔ ﾅｵﾋﾛ 石　川 30才 168cm 63kg 個人登録

21 北　村　海　飛 ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 石　川 19才 168cm 64kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

22 兼　村　修　平 ｶﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 新　潟 30才 168cm 個人登録

2019年 石川県ボディビル選手権 出場選手名簿
≪2019年7月14日開催≫

≪女子フィジーク≫

≪ビキニフィットネス ３５才未満≫

≪ビキニフィットネス ３５才以上≫

≪メンズフィジーク１６８㎝以下級≫
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2019年 石川県ボディビル選手権 出場選手名簿
≪2019年7月14日開催≫

17名出場(表彰:1～6位)

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

23 大　窪　祐　輔 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ 石　川 21才 169cm 個人登録

24 磯　井　亮　佑 ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ 石　川 21才 169cm 68kg 限定登録

25 髙　野　拓　也 ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 富　山 32才 170cm 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

26 油　谷　昌　宏 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 石　川 38才 170cm 68kg 個人登録

27 林　    克　磨 ﾊﾔｼ ｶﾂﾏ 石　川 21才 170cm 69kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

28 吉　田　達　哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 石　川 25才 170cm 60kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

29 寺　田　大　樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 石　川 26才 170cm 68kg つじﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

30 影　山　賢　司 ｶｹﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 富　山 21才 170cm 65kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

31 嶋　﨑　希　典 ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾚｽｹ 福　井 37才 170cm 62kg 限定登録

32 宮　﨑　大　生 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 新　潟 24才 170cm 65kg 個人登録

33 畑　    恒　平 ﾊﾀ ｺｳﾍｲ 東　京 26才 171cm 69kg 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

34 深　山　裕　光 ﾌｶﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ 富　山 23才 171cm 60kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

35 金　剛　聖　幸 ｺﾝｺﾞｳ ｷﾖﾕｷ 富　山 32才 171cm 73kg WorkoutGYM983

36 大　柳　勇　介 ｵｵﾔﾅｷﾟ ﾕｳｽｹ 富　山 28才 171cm 63kg 限定登録

37 御　器　宏　祐 ｵｷ ｺｳｽｹ 石　川 34才 172cm 65kg 限定登録

38 大　野　寛　起 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 富　山 26才 172cm 73kg WorkoutGYM983

39 菊　池　    佑 ｷｸﾁ ﾀｽｸ 宮　城 26才 172cm 74kg 個人登録

14名出場(表彰:1～6位)

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

40 丹　羽　拓　也 ﾆﾜ ﾀｸﾔ 神奈川 34才 173cm 限定登録

41 佐々木　翔　平 ｻｻｷ ｼｮｳﾍｲ 兵　庫 27才 173cm 69kg 限定登録

42 谷　川　博　紀 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛｷ 新　潟 35才 174cm 72kg 個人登録

43 山　口　銀　斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾞﾝﾄ 石　川 24才 174cm 75kg 限定登録

44 佐　藤　秀　之 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 東　京 34才 174cm 71kg 個人登録

45 柳　原　健　二 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 富　山 19才 175cm 72kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

46 島　田　泰　佑 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 石　川 30才 175cm 72kg 限定登録

47 仙　福　太　郎 ｾﾝﾌﾞｸ ﾀﾛｳ 富　山 25才 175cm 74kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

48 多　田　拓　弥 ﾀﾀﾞ ﾀｸﾔ 石　川 24才 175cm 限定登録

49 山　本　久　登 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾄ 石　川 32才 175cm 60kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

50 廣　瀬　隼　人 ﾋﾛｾ ﾊﾔﾄ 石　川 27才 175cm 70kg つじﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

51 鈴　木　啓　章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 滋　賀 33才 175cm 78kg 限定登録

52 山　下　    駿 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝ 石　川 29才 175cm 71kg 限定登録

53 赤　池　    喬 ｱｶｲｹ ﾀｶｼ 石　川 23才 176cm 73kg 限定登録

0 8名出場(表彰:1～6位)

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

54 金　木　祥　隆 ｶﾅｷ ﾖｼﾀｶ 富　山 30才 177cm 75kg 個人登録

55 浜　松　賢　祐 ﾊﾏﾏﾂ ｹﾝｽｹ 富　山 29才 178cm 76kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

56 富　岡　    準 ﾄﾐｵｶ ｼﾞｭﾝ 埼　玉 37才 178cm 68kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑGORILLA

57 本　馬　竜　二 ﾎﾝﾏ ﾘｭｳｼﾞ 富　山 23才 179cm 70kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

58 小　林　将　也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 富　山 23才 179cm 73kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

59 河　南　和　貴 ｶﾜﾅﾐ ｶｽﾞｷ 富　山 26才 179cm 73kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

60 村　中　伸　行 ﾑﾗﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 石　川 29才 180cm 69kg 限定登録

61 岸　田　勇　輝 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 33才 180cm 90kg 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

≪メンズフィジーク１７２㎝以下級≫

≪メンズフィジーク１７６㎝以下級≫

≪メンズフィジーク１７６㎝超級≫
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2019年 石川県ボディビル選手権 出場選手名簿
≪2019年7月14日開催≫

15名出場(表彰:1～6位)

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

62 多　田　裕　介 ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 石　川 46才 164cm 60kg 個人登録

63 平　山　耕　平 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 神奈川 46才 165cm 64kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ戸塚神奈川

64 飯　田　彰　彦 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 大　阪 58才 166cm 64kg ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

65 沖　野　太　郎 ｵｷﾉ ﾀﾛｳ 石　川 48才 167cm 64kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

66 山　岸　元　彦 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄﾋｺ 富　山 57才 170cm 60kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

67 野　田　政　隆 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 石　川 66才 170cm 62kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

68 上　野　    勝 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ 石　川 48才 171cm 65kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

69 大　熊　賢　一 ｵｵｸﾏ ｹﾝｲﾁ 石　川 45才 171cm 65kg 限定登録

70 新　保　大　志 ｼﾝﾎﾞ ﾀｲｼ 石　川 45才 172cm 68kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

71 白　石　    進 ｼﾗｲｼ ｽｽﾑ 東　京 48才 173cm 68kg 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

72 加美川　　　誠 ｶﾐｶﾜ ﾏｺﾄ 広　島 45才 174cm 67kg ｽﾎﾟｰﾂｾﾗﾋﾟｰｳｪﾙ

73 大　野　隆　庸 ｵｵﾉ ﾀｸﾉﾌﾞ 石　川 46才 175cm 66kg 限定登録

74 内　田　慶　文 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 福　井 46才 176cm 72kg 限定登録

75 岩　原　隆　志 ｲﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 福　井 46才 176cm 71kg 限定登録

76 田　端　利　行 ﾀﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 石　川 41才 181cm 82kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

9名出場(表彰:1～7位)

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

77 南　    博　志 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ 石　川 45才 165cm 64kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

78 北　村　俊　介 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 石　川 44才 165cm 62kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

79 山　岸　周　平 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 石　川 25才 166cm 65kg Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

80 後　    二　郎 ｳｼﾛ ｼﾞﾛｳ 石　川 49才 168cm 65kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

81 西　川　大　輔 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 石　川 21才 169cm 70kg つじﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

82 山　田　慎太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 石　川 49才 175cm 80kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

83 宮　本　旭　将 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾙﾏｻ 石　川 25才 176cm 個人登録

84 小　松　大　祐 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 石　川 53才 177cm 75kg つじﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

85 千　田　和　義 ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 石　川 49才 178cm 70kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

≪メンズフィジーク４０才以上級≫

≪ボディビル≫
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