
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

1 山　田　美　紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 石　川 44才 157㎝ 49㎏ ｴｲﾑｵﾘﾝﾋﾟｱﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

2 山　本　悦　子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂｺ 長　野 58才 152㎝ 42㎏ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ ﾌｨｼﾞｰｽﾞ

5名出場(表彰:1～5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

3 永　江　仁　美 ﾅｶﾞｴ ﾋﾄﾐ 石　川 28才 164㎝ 53㎏ ｴｲﾑｵﾘﾝﾋﾟｱﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

4 河　上　嘉　子 ｶﾜｶﾐ ｶｺ 富　山 25才 151㎝ 52㎏ 吉田道場

5 原　田　さゆり ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ 長　野 58才 160㎝ 45㎏ 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

6 宮　田　枝里佳 ﾐﾔﾀ ｴﾘｶ 石　川 33才 167㎝ 60㎏ fitness club A-ffix

7 井　田　由佳里 ｲﾀﾞ ﾕｶﾘ 石　川 34才 161㎝ 48㎏ ｴｲﾑ21

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

8 臼　井　美　佳 ｳｽｲ ﾐｶ 石　川 46才 157㎝ 49㎏ くさか接骨院

9 左　木　智　美 ｻｷ ﾄﾓﾐ 石　川 42才 163㎝ 52㎏ ｴﾆﾀｲﾑﾌｨｯﾄﾈｽ

4名出場(表彰:1～4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

10 永　江　仁　美 ﾅｶﾞｴ ﾋﾄﾐ 石　川 28才 164㎝ 53㎏ ｴｲﾑｵﾘﾝﾋﾟｱﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

11 河　上　嘉　子 ｶﾜｶﾐ ｶｺ 富　山 25才 151㎝ 52㎏ 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

12 大　崎　麻　耶 ｵｵｻｷ ﾏﾔ 石　川 26才 164㎝ 51㎏

13 井　田　由佳里 ｲﾀﾞ ﾕｶﾘ 石　川 34才 161㎝ 48㎏ ｴｲﾑ21

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

14 秋　山　    恋 ｱｷﾔﾏ ﾚﾝ 新　潟 20才 166㎝ 60㎏ Every 

15 多　田　裕　介 ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 石　川 47才 164㎝ 63㎏

16 山　崎　吏　公 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸ 石　川 20才 166㎝ 65㎏

17 北　村　海　飛 ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 石　川 21才 168㎝ 66㎏ Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

18 斉　藤　信　人 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾄ 富　山 25才 166㎝ 70㎏ 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

19 加　藤　拓　実 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 新　潟 24才 165cm 60㎏ Every 上越藤野新田店

20 南　    博　志 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ 石　川 46才 165㎝ 65㎏ Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

21 岡　田　彰　彦 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋｺ 石　川 25才 167cm 68㎏

22 岡　田　響　太 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾀ 石　川 30才 165㎝ 66㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

23 窪　木　裕　也 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ 富　山 31才 167㎝ 75㎏ 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

24 北　山　朋　生 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ 新　潟 28才 167cm 65㎏ ｴﾆﾀｲﾑﾌｨｯﾄﾈｽ

25 嶋　    勇　人 ｼﾏ ﾊﾔﾄ 富　山 23才 164㎝ 56㎏

26 兼　村　修　平 ｶﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 新　潟 31才 168cm 69㎏

27 團　    稜　真 ﾀﾞﾝ ﾘｮｳﾏ 石　川 20才 168cm 60㎏ ｴｲﾑﾑｰﾝﾌｫｰﾄ

28 川守田　浩　一 ｶﾜﾓﾘﾀ ｺｳｲﾁ 長　野 49才 165㎝ 60㎏ ﾌｨｯﾄｲｰｼﾞｰ

29 水　野　達　也 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾔ 長　野 19才 168cm 64kg

30 山　本　大　生 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 石　川 21才 167㎝ 63㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

≪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≫

≪フィットモデル≫

KANAZAWA Muscle Challenge Cup 2020 出場選手名簿
≪2020年11月1日開催≫

≪ボディフィットネス≫
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KANAZAWA Muscle Challenge Cup 2020 出場選手名簿
≪2020年11月1日開催≫

12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

31 北　村　空　良 ｷﾀﾑﾗ ｿﾗ 石　川 19才 171㎝ 65㎏

32 宇　多　弘　志 ｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 富　山 40才 171㎝ 62㎏

33 上　村　友　哉 ｶﾐﾑﾗ ﾄﾓﾔ 新　潟 24才 169㎝ 75㎏ 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

34 下　鳥　駿　汰 ｼﾓﾄﾘ ｼｭﾝﾀ 新　潟 26才 172㎝ 68㎏

35 村　田　惇　貴 ﾑﾗﾀ ｱﾂｷ 富　山 18才 170㎝ 77㎏ ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ小矢部

36 大　熊　賢　一 ｵｵｸﾏ ｹﾝｲﾁ 石　川 46才 171㎝ 63㎏ 金沢市総合体育館

37 内　山　利　貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｷ 新　潟 30才 169㎝ 68㎏ 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

38 白　銀　和　樹 ｼﾛｶﾞﾈ ｶｽﾞｷ 石　川 24才 171㎝ 65㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

39 久　島　耕　治 ｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 新　潟 31才 171㎝ 73㎏

40 松　下　剛　大 ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 富　山 33才 170㎝ 63㎏ Every

41 嶋　﨑　希　典 ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾚｽｹ 福　井 38才 170㎝ 63㎏

42 関　谷　修　人 ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 新　潟 24才 171㎝ 67㎏

7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

43 大　野　隆　庸 ｵｵﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 石　川 47才 175㎝ 63㎏ MONSTER FITNESS

44 細　田　泰　二 ﾎｿﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 長　野 27才 175㎝ 67㎏ JOYFIT松本庄内

45 嶋　田　渉　太 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 新　潟 26才 175㎝ 68㎏ Every上越店

46 谷　村　友　紀 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳｷ 富　山 30才 175㎝ 68㎏ ｴﾆﾀｲﾑﾌｨｯﾄﾈｽ

47 大　橋　純　一 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新　潟 39才 176㎝ 72㎏

48 山之下　樹　馬 ﾔﾏﾉｼﾀ ﾀﾂﾏ 石　川 19才 174㎝ 69㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

49 坂　爪　    廉 ｻｶﾂﾒ ﾚﾝ 新　潟 23才 175㎝ 70㎏

0 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

50 山　田　貴　哉 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾔ 富　山 31才 177㎝ 69㎏

51 Patuk Iaroslav ﾊﾟﾄｩｸ ｲｱﾛｽﾗﾌﾞ 新　潟 26才 180㎝ 74㎏ 新潟県ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟

52 柿　木　滉　志 ｶｷﾉｷ ｺｳｼ 石　川 21才 178㎝ 75㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

≪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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KANAZAWA Muscle Challenge Cup 2020 出場選手名簿
≪2020年11月1日開催≫

0 7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

53 上　野　    勝 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ 石　川 50才 170㎝ 65㎏ Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

54 山　本　俊　宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 石　川 59才 167㎝ 65㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

55 今　田　和　彦 ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 長　野 55才 167㎝ 66㎏ ｱﾙﾌﾟｽｼﾞﾑ

56 吉　田　秀　一 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 富　山 61才 162㎝ 58㎏ 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

57 横　田　    護 ﾖｺﾀ ﾏﾓﾙ 新　潟 60才 168㎝ 62㎏ Every上越店

58 大　蔵　修　朗 ｵｵｸﾗ ﾉﾌﾞｵ 福　井 53才 177㎝ 75㎏ ﾌｨｯﾄｲｰｼﾞｰ

59 林　    公　平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 長　野 71才 177㎝ 65㎏ 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

6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

60 後　    二　郎 ｳｼﾛ ｼﾞﾛｳ 石　川 50才 168㎝ 70㎏ ｴﾆﾀｲﾑﾌｨｯﾄﾈｽ入江店

61 山　口　拓　海 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 石　川 22才 157㎝ 57㎏

62 沖　野　太　郎 ｵｷﾉ ﾀﾛｳ 石　川 49才 167㎝ 64㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

63 山　岸　周　平 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 石　川 25才 166㎝ 70㎏

64 南　    博　志 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ 石　川 46才 165㎝ 65㎏ Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

65 門　谷　    誠 ﾓﾝﾔ ﾏｺﾄ 新　潟 44才 168㎝ 67㎏ 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

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

66 萩　原　大　河 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 石　川 22才 170㎝ 67㎏

67 諏　佐　    輝 ｽｻ ﾋｶﾙ 新　潟 22才 170㎝ 70㎏ 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

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

68 近　藤　潤　一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新　潟 41才 175㎝ 82㎏ 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

69 青　木　勝　彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ 長　野 51才 175㎝ 75㎏ 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

4名出場(表彰:1～4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

70 卯　月　大　登 ｳﾂﾞｷ ﾔﾏﾄ 石　川 28才 177㎝ 82㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

71 日　下　泰　夫 ｸｻｶ ﾔｽｵ 石　川 46才 176㎝ 80㎏ くさか接骨院

72 品　田　直　人 ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ 新　潟 30才 180㎝ 80㎏

73 宮　澤　昂　大 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 長　野 28才 176㎝ 83㎏ fit24

9名出場(表彰:1～9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

74 長　田　晋　弥 ｵｻﾀﾞ ｼﾝﾔ 長　野 33才 174㎝ 70㎏ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ｼﾞｪﾈｼｽ

75 山　口　拓　海 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 石　川 22才 157㎝ 57㎏

76 沖　野　太　郎 ｵｷﾉ ﾀﾛｳ 石　川 49才 167㎝ 64㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳﾞｲﾃﾝののいち

77 山　岸　周　平 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾍｲ 石　川 25才 166㎝ 70㎏

78 沢　田　利　昭 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼｱｷ 石　川 57才 177㎝ 78㎏ Muscle Kingdomﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

79 青　木　宏　門 ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 長　野 25才 174㎝ 74㎏ 春原ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

80 青　木　勝　彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ 長　野 51才 175㎝ 75㎏ 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

81 竹　内　誠一郎 ﾀｹｳﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ 長　野 49才 177㎝ 78㎏ 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

82 竹　内　紳　悟 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｺﾞ 石　川 26才 167㎝ 79㎏ ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ金沢

※ 名簿の順序は通常は身長順ですが、今回は申込順と致しました。

≪クラシックフィジーク168㎝以下級≫

≪メンズフィジーク５０歳以上級≫

≪ボディビル≫

≪クラシックフィジーク171㎝以下級≫

≪クラシックフィジーク175㎝以下級≫

≪クラシックフィジーク175㎝超級≫
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