
ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（栃木県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男子60kg以下級 中　野　雅　貴（宮　城）
男子65kg以下級 石　井　輝　男（東　京）
男子70kg以下級 百木田 将 広（神奈川）
男子75kg以下級 山　口　　　 裕（埼　玉）
男子75kg超級 石　坂　恵　一（石　川）
オーバーオール 山　口　　　 裕（埼　玉）
女子158cm以下級 深　作　靖　子（東　京）
女子158cm超級 鈴　木　宏　子（茨　城）
オーバーオール 鈴　木　宏　子（茨　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 加　瀬　幸　男（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 小　島　正　裕（千　葉）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 矢　野　かずみ（東　京）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 弥　陀　ミチル（東　京）
オーバーオール 弥　陀　ミチル（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１２年（新潟県） ２０１３年（栃木県） 2014年（神奈川･社会人） ２０１５年（北海道）
男子60kg以下級 須　藤　高　峰（東　京） 吉　田　秀　一（富　山） 古　志　啓　司（東　京） 松　村　和　典（埼　玉）
男子65kg以下級 太 田　祐宇樹（東　京） 河　野　智　洋（東　京） 福　田　伸　也（東　京） 今　村　　　 敬（宮　城）
男子70kg以下級 古　越　　　 桂（長　野） 豊　島　　　 悟（茨　城） 国　塚　清　久（神奈川） 加　藤　　　佳（北海道）
男子75kg以下級 大　澤　　　 正（千　葉） 福　田　博　一（神奈川） 高　木　　　昇（神奈川） 寺　地　進　一（東　京）
男子75kg超級 村　山　　　 元（新　潟） 高　木　　　 昇（神奈川） 吉　田　　　 遵（東　京） 松　尾　泰　宏（東　京）
オーバーオール 高　木　　　昇（神奈川） 寺　地　進　一（東　京）
女子50kg級 間　部　曜　子(神奈川) 菅 原　佳代子（青　森） 愛　宕　珠　子（千　葉）
女子50kg超級 島 田　三佐子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京）
女子158cm以下級 橋　木　亜　季（東　京）
女子158cm超級 愛　宕　珠　子（千　葉）
オーバーオール 橋　木　亜　季（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 野　口　友　彦（東　京） 田　口　俊　介（東　京） 生　稲　悦　宏（社会人） 實　方　博　士（千　葉）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 中 村　美千雄（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 森　山　芳　久（神奈川） 野　村　政　盛（東　京）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm 菅 原　佳代子（青　森）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm超 中　島　千　春（埼　玉）
オーバーオール 菅 原　佳代子（青　森）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 衛 藤　佳代子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 長　島　雅　子（埼　玉）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 山 本　加容子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 小　山　宴　代（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００８年（宮城県） ２００９年（栃木県） ２０１０年（埼玉県） ２０１１年（茨城県）
男子総合 本　多　琢　磨（宮　城） 久　松　一　貴（茨　城） 西　谷　芳　春（新　潟）
男子60kg級 川　村　正　美（宮　城） 内　野　　　 充（埼　玉） 佐　藤　雅　明（東　京） 太 田　祐宇樹（東　京）
男子65kg級 児 玉　賢太郎（長　野） 新　藤　大　靖(神奈川） 原　　　 哲　矢(神奈川） 加　藤　　　充(社会人)
男子70kg級 水　越　正　則（栃　木） 大　谷　宗　貴（東　京） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 竹之内　　　正(茨　城)
男子75kg級 松　本　美　彦（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 西　谷　芳　春（新　潟） 高　木　　　昇(神奈川)
男子75kg超級 本　多　琢　磨（宮　城） 久　松　一　貴（茨　城） 梶　山　秀　行（茨　城） 佐　藤　茂　男(東　京)
女子総合 清 水　恵理子（東　京） 相　馬　貴　子（長　野） 清 水　恵理子（東　京）
女子50kg級 佐 藤　美由紀（東　京） 髙 松　眞里子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 菅 原　佳代子(青　森)
女子50kg超級 清 水　恵理子（東　京） 相　馬　貴　子（長　野） 高 原　佐知子（東　京） 佐々木 真紀子(宮　城)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 小　林　幸　治（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城） 原　　　 哲　夫(神奈川)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 後　藤　　　 讓（東　京） 中 村　三千雄（東　京） 新　井　弘　道(社会人） 成　田　晴　夫(千　葉)
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 小 倉　紫絵香（東　京） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 小 林　有紀子（栃　木） 菊　池　誉　子(茨　城)
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城） 山　下　由　美(宮　城)

東日本選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男子総合 金　子　芳　宏(神奈川) 井　出　武　志（東　京） 岡　田　良　一（山　梨）
男子60kg級 進　藤　大　靖(神奈川） 森　田　英　夫（埼　玉） 川　村　正　美（宮　城）
男子65kg級 鷲　巣　国　彦（長　野） 前　川　武　宣（山　梨） 児 玉　賢太郎（長　野） 甲　田　　　 敦（長　野）
男子70kg級 成　田　晴　夫（千　葉） 永　嶋　　　 好（千　葉） 内　田　幸　二（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野）
男子75kg級 佐　藤　茂　男（東　京） 田　沢　春　男（東　京） 井　出　武　志（東　京） 岡　田　良　一（山　梨）
男子75kg超級 金　子　芳　宏(神奈川) 田　所　勇　二（茨　城） 田　沢　春　男（東　京） 大　橋　勝　彦（宮　城）
女子総合 宮　田　友　紀（埼　玉） 天　童　あゆみ（東　京） 久　野　礼　子（東　京）
女子50kg級 湯　澤　寿　枝（栃　木）
女子50kg超級 天　童　あゆみ（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 松　澤　嘉　孝（長　野） 筒　井　光　宏(神奈川） 天　童　曹　耀（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 松　澤　嘉　孝（長　野）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
男子総合 近　藤　賢　司（東　京） 林　　　 久　司（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京）
男子65kg級 小久保　一 美（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京）
男子70kg級 中　村　貞　昭（埼　玉）
男子75kg級 野　澤　　　 勉（東　京） 山　本　昌　弘（東　京）
男子75kg超級 林　　　 久　司（東　京） 平　田　健　二(神奈川)
女　子 小　池　かおり（東　京） 山　端　晶　子（東　京） 市　原　恵　江（東　京） 足　立　晃　子（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 柴　田　紀　男（宮　城） 中　嶋　浩　樹(神奈川） 成　田　晴　夫（千　葉） 濱　中　秀　亨（千　葉）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 松　山　　　 茂(神奈川） 岡　本　正　信(神奈川） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年
男　子 小　嶋　良　司（埼　玉）
女　子 内 田　美紀子（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年
男　子 須　賀　幸　男（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 手　塚　光　生（東　京） 上　野　克　彦（東　京）
女　子 朝　生　記　子（埼　玉） 石　川　祐　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 浜　永　祐　子（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９１年
男　子 吉　田　真　人(神奈川） 松　島　康　裕（群　馬） 水　島　宇　信（千　葉）
女　子 須　藤　 ゆ　き（東　京） 大　島　ひろみ（東　京） 横 田　喜代美（宮　城）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年
男　子 川　上　昭　雄（東　京） 井 口　吉美雄（東　京） 後　藤　裕　己(神奈川） 大河原　久　典（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８０年 １９８１年 １９８２年 １９８３年
男　子 上　原　隆　一（東　京） 白　田　　　 稔（東　京） 佐　藤　啓　治（東　京） 川　上　昭　雄（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７６年 １９７７年 １９７８年 １９７９年
男　子 宮　畑　　　 豊（東　京） 奥　瀬　昭　雄（福　島） 福　島　一　則（群　馬） 朝　生　照　雄（東　京）

東日本選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（栃木県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm 田　本　　　 一（埼　玉）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm 近　藤　公　利（山　梨）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm 倉　持　健太郎（栃　木）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超 岩　田　卓　磨（東　京）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ50才以上 小　島　正　裕（千　葉）
オーバーオール 田　本　　　 一（埼　玉）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm 関　根　秀　子（東　京）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm 潤　　　美和子（東　京）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超 丸　山　典　子（東　京）
オーバーオール 丸　山　典　子（東　京）

東日本オープン選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（秋田県） ２０１４年（福島県） ２０１５年（岩手県） ２０１６年（青森県）
男子ボディビル 丹　治　正　悟(福　島) 及　川　隆　寿（岩　手） 江　端　健　治（北海道） 鳴　海　　　俊（北海道）
女子フィジーク 菅 原　佳代子(青　森) 三本木 しのぶ（福　島） 菅 原　佳代子（青　森） 山 村　由加里（北海道）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 川　島　　　 岳(青　森) 川　島　　　 岳（青　森） 川　島　　　 岳（青　森） 川　島　　　 岳（青　森）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 石　澤　正　明(岩　手) 石　澤　正　明（岩　手） 谷　村　紀　嗣（宮　城） 谷　村　紀　嗣（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 小　原　伸　夫(宮　城) 辺 見　不二男（福　島） 柴　田　紀　男（宮　城） 今　野　光　輝（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 海老名　　　昇(青　森) 二　瓶　信　男（福　島） 阿　部　良　男（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 海老名　　　昇（青　森） 藤　原　勤　也（宮　城） 小　川　　　智（北海道）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（岩手県） ２０１０年（北海道） ２０１１年（宮城県） ２０１２年（青森県）
男　子 大久保　真 啓（宮　城） 今　村　　　 敬（宮　城） 堤　  　武　志(北海道) 加　藤　　　 佳(北海道)
女　子 菅 原　佳代子（青　森） 菅 原　佳代子(青　森) 内　海　勝　美（秋　田）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 柴　橋　敏　明（宮　城） 川　島　　　 岳（青　森） 川　上　利　宏(宮　城) 谷　村　紀　嗣（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 石　澤　正　明（岩　手） 辺 見　不二男（福　島） 石　澤　正　明(岩　手) 石　澤　正　明（岩　手）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 豊　田　成　昭（秋　田） 豊　田　成　昭（秋　田） 小　原　伸　夫(宮　城)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 河原田　　　成（宮　城） 小　川　　　 智（　　　　） 石　井　祺　久(宮　城)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 藤　原　勤　也（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城） 佐　藤　満　義(宮　城)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ75才 津　田　哲　夫（宮　城） 藤　原　勤　也(宮　城)

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年（福島県）
男　子 藤　田　伸　也（青　森） 川　村　正　美（宮　城） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 川　村　正　美（宮　城）
女　子 菅 原　佳代子（青　森） 菅 原　佳代子（青　森） 中　村　静　香（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 三　浦　　　 覚（秋　田） 小　玉　則　雄(北海道) 小　玉　則　雄(北海道）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 柴　田　紀　男（宮　城） 辺 見　不二男（福　島） 辺 見　不二男（福　島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 石　井　祺　久（宮　城） 石　川　禮　二(北海道) 海老名　　　昇（青　森）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 阿　部　好　法（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城）
男子ｼﾞｭﾆｱ 石　山　将　太（宮　城） 福　嶋　亮　太（宮　城）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男　子 安　部　　　 勉（　　　　） 本　多　琢　磨（宮　城） 加　藤　　　 充(北海道)
女　子 大　林　令　子（宮　城） 菅 原　佳代子（青　森） 大　林　令　子（宮　城）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 加　藤　　　 充(北海道) 石　澤　正　明（岩　手） 高　木　康　夫(北海道)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 佐　藤　伯　紀（秋　田） 箱　崎　一　俊（宮　城） 石　川　禮　二(北海道)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 津　田　哲　夫（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城） 計　良　勝　利(北海道)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 藤　原　勤　也（宮　城）

東北・北海道選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１４年（千葉県） ２０１５年（埼玉県） ２０１６年（茨城県） ２０１７年
男子ボディビル 豊　島　     悟（東　京） 加　瀬　幸　男（東　京） 山　口　　　 裕（埼　玉）
女子フィジーク 安　田　敦　子（東　京） 橋　木　亜　季（東　京） 阿　部　優　花（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 加　瀬　幸　男（東　京） 土　金　正　巳（東　京） サベリ モーセン（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 菊　地　     賢（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 野　村　政　盛（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 中　井　太　一（東　京） 齊　藤　     要（茨　城） 鈴　木　俊　廣（東　京）
男子ｼﾞｭﾆｱ 鈴　木　裕　太（千　葉） 市　川　悠　道（東　京）
ﾆｭｰｶﾏｰ 内　田　     貴（東　京） 小野田　　　巧（東　京） 駒　崎　健　治（埼　玉）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 萩　尾　由　香（東　京）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 大八木 まり子（東　京）
ｵｰﾊｰｵｰﾙ 大八木 まり子（東　京） 金 子　真紀子（東　京） 越　川　順　子（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１０年（千葉県） ２０１１年（神奈川県） ２０１２年（埼玉県） ２０１３年（埼玉県）
男　子 久　松　一　貴（茨　城） 加　藤　直　之(神奈川) 佐　藤　茂　男（東　京） 寺　地　進　一(東　京)
女　子 間　部　曜　子(神奈川） 深　作　靖　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 大 森　恵美子(東　京)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 原    　 哲　矢(神奈川） 東　田　義　弘(神奈川) 實　方　博　士（千　葉） 田　口　俊　介(東　京)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 中 村　美千雄（東　京） 森　山　芳　久（神奈川） 成　田　晴　夫（千　葉） 柳　沢　伸　一(東　京)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 後　藤　　　 讓（東　京） 土 屋　みのる(神奈川) 三　部　　　 博(神奈川)
男子ｼﾞｭﾆｱ 兵　頭　祐　樹（埼　玉） 柴　崎　吉　識（埼　玉） 池口 翔 ヘンリ（茨　城）
ﾆｭｰｶﾏｰ 原    　 哲　矢（神奈川） 兜　森　　　 剛(神奈川) 鈴　木　康　克（東　京）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 吉　谷　美　香(東　京)
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 大　森　恵美子(東　京)

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００６年 ２００７年 ２００８年（茨城県） ２００９年(神奈川）
男　子 内　田　幸　二（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川） 山　田　幸　浩（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川）
女　子 佐 藤　美由紀（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 山　崎　智　香（東　京） 深　町　 り　え(神奈川）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 天　童　曹　耀（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 国　塚　清　久(神奈川）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 森　田　英　夫（埼　玉） 登　坂　　　 勉（東　京） 六本木　　　昇（栃　木） 中　島　幸　忠(神奈川）
男子ｼﾞｭﾆｱ 窪　塚　　　 佑（千　葉） 松　本　雅　俊（栃　木）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年
男　子 村　松　幸　大（埼　玉） 野　澤　　　 勉（東　京） 藤　井　康　次（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）
女　子 古　溝　 さとみ（東　京） 高 松　眞里子（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 高　橋　有　文（東　京） 中　井　大　樹（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 宮　浦　力　男(神奈川） 土　屋　みのる(神奈川) 中　嶋　浩　樹(神奈川）
男子ｼﾞｭﾆｱ 高 井　健太郎（東　京） 松　本　伊　織（千　葉） 神　崎　真　宣（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年
男　子 近　藤　賢　司（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年
男　子 石　崎　秀　二（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年
男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年
男　子 岩　間　　　 勧（東　京）

関東選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（神奈川県） ２０１４年（神奈川県） ２０１５年（茨城県） ２０１６年（千葉県）
男子60kg以下級 菊　地　　　 賢(東　京) 真　島　洋　一（東　京） 真　島　洋　一（東　京） 北 川　景太朗（東　京）
男子65kg以下級 石　井　輝　男(東　京) 土　屋　みのる（神奈川） 加　藤　裕　康（東　京） 土　金　正　巳（東　京）
男子70kg以下級 国　塚　清　久(神奈川) 野　中　直　紀（東　京） 渡　部　工　兵（東　京） 梁　　　永　洙（東　京）
男子75kg以下級 寺　地　進　一(東　京) 山　口　     裕（埼　玉） 笠　原　　　司（神奈川） 小野田　　　巧（東　京）
男子75kg超級 西　川　正　洋(東　京) 吉　田　     遵（東　京） 田　口　俊　介（東　京） ウバジャジュードオニカ（東　京）

女子50kg級 志　村　眞　理(東　京) 松　井　陽　子（東　京）
女子50kg超級 宮 下　真紀子(神奈川) 三 浦　恵美子（神奈川）
女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm 小　林　奈　美（神奈川） 石 渡　美弥子（東　京）
女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm超 阿　部　ゆ　り（東　京） 阿　部　優　花（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（埼玉県） ２０１０年（茨城県） ２０１１年（栃木県） ２０１２年（千葉県）
男子60kg級 真　島　洋　一（東　京） 須　藤　高　峰（東　京） 太 田　祐宇樹（東　京） 市　川　敏　明（東　京）
男子65kg級 菊　地　　　 賢（東　京） 原　　　 哲　矢(神奈川） 福　田　伸　也（東　京） 不二山　史 典（東　京）
男子70kg級 山　本　　　 純（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 小　林　　　 悟（埼　玉） 加　賀　義　和（東　京）
男子75kg級 高　橋　浩　二（東　京） 梅　津　真　人（東　京） 大　澤　　　 正（千　葉） 齊　藤　康　二（東　京）
男子75kg超級 田　中　裕　也（栃　木） 松　尾　泰　宏（東　京） 原　田　正　行（東　京） 大　澤　　　 正（千　葉）
女子50kg級 鈴　木　たか子（東　京） 岩　永　昌　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉）
女子50kg超級 小　嶋　成　子(神奈川） 鈴　木　宏　子（茨　城）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm 小 林　有紀子（栃　木） 衛 藤　佳代子（東　京）
ﾎﾞﾃｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 山　崎　志　保（東　京） 山 本　加容子（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年（千葉県）
男子60kg級 中　嶋　浩　樹(神奈川） 後　藤　　　 充（東　京） 佐　藤　雅　明（東　京） 小　林　　　 良(神奈川）
男子65kg級 小　林　幸　治（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 岡　崎　信　一（東　京） 猪　股　広　和（東　京）
男子70kg級 永　嶋　　　 好（千　葉） 齋　藤　尚　久（栃　木） 小　宮　義　徳（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京）
男子75kg級 高　木　　　 昇(神奈川） 松　本　美　彦（東　京） 山　田　幸　治（東　京） 加　藤　直　之(神奈川）
男子75kg超級 梶　山　秀　行（茨　城） 長　田　洋　一（東　京） 中　澤　智　之（東　京） 天　童　曹　耀（東　京）
女子50kg級 宮　田　友　紀（埼　玉） 松　井　博　子（東　京） 間　部　曜　子(神奈川） 深　作　靖　子（東　京）
女子50kg超級 高 松　眞里子（東　京） 石　崎　秋　津（千　葉） 北　川　み　ほ（東　京） 山　崎　智　香（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男子総合 村　松　幸　大（埼　玉）
男子60kg級 坂　内　一　賀（　　　　） 進　藤　大　靖(神奈川) 関　根　　　 理（東　京） 高 井　健太郎（東　京）
男子65kg級 篠　端　直　人（埼　玉） 田　中　英　年（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 進　藤　大　靖(神奈川)
男子70kg級 小　林　広　一（千　葉） 村　松　幸　大（埼　玉） 成　田　晴　夫（千　葉） 水　越　正　則（栃　木）
男子75kg級 野　澤　　　 勉（東　京） 青　柳　　　 武（東　京） 北　村　卓　也（埼　玉） 谷　澤　一　矢(神奈川)
男子75kg超級 田　所　勇　二（茨　城） 平　田　健　二(神奈川) 長　沼　弘　修（東　京） 井　上　伸　次(神奈川)
女　子 湯　澤　寿　枝（栃　木）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１５年（千葉県） ２０１６年（埼玉県） ２０１７年 ２０１８年
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm 木　下　昭　文（東　京） 高　橋　雄　志（埼　玉）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm 高　野　一　臣（千　葉） 髙　橋　直　人（神奈川）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm 加　治　康　武（東　京） 小野間　　　満（神奈川）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超 岩　田　卓　磨（東　京） 小　泉　憲　治（神奈川）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ50才以上 木　下　昭　文（東　京） 登　坂　文　朗（社会人）
オーバーオール 加　治　康　武（東　京） 小　泉　憲　治（神奈川）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm 三 船　麻里子（東　京） 関　根　秀　子（東　京）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm 大 森　恵美子（東　京） 佐　藤　恵　美（東　京）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超 椎 名　智香子（千　葉） 森　     弘　子（神奈川）
オーバーオール 三 船　麻里子（東　京） 関　根　秀　子（東　京）

関東クラス別ボディビル選手権大会 優勝者

関東オープン選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男　子 加　賀　義　和 豊　島　　　 悟 寺　地　進　一
女　子 澤　田　めぐみ 橋　木　亜　季 中　村　静　香

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年
男　子 佐々木　　　卓 山　田　幸　浩 髙　梨　圭　祐 大 原　陽一郎 佐　藤　貴　規 佐　藤　茂　男
女　子 天　童　あゆみ 清 水　恵理子 髙 原　佐知子 久　野　礼　子 田　中　久　美 志　村　眞　理

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男　子 堀　江　雅　貴 佐々木　　　晋 須 山　翔太郎 鈴　木　　　 雅 郷　　　 直　樹 小久保　一 美
女　子 大　橋　洋　子 足　立　晃　子 安　田　敦　子 大　澤　直　子 恵　良　律　子 佐 藤　美由紀

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年
男　子 津　田　　　 宏 石　崎　秀　二 近　藤　賢　司 相　川　浩　一 林　　　 久　司 長　橋　克　明
女　子 内 田　美紀子 浅 見　由理香 西　本　朱　希 メデル シャノン 杉 井　ますみ 水　野　浩　美

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年
男　子 須　賀　幸　男 山 田　新五朗 ピーターキマニ 谷　野　義　弘 山　本　義　徳 上　野　克　彦
女　子 吉　田　由　香 山 本　美奈子 橿　棒　幸　子 浜　永　祐　子 水　間　詠　子 石　川　祐　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年
男　子 井 口　吉美智 北　村　克　己 鶴　田　和　一 高　西　文　利 大河原　久 典 渡　辺　　　 茂
女　子 須　藤　ゆ　き 長谷川　尚 子 大　島　ひろみ 松　本　俊　子 秋　山　珠　美 市　川　　　 櫻

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７８年 １９７９年 １９８０年 １９８１年 １９８２年 １９８３年
男　子 福　岡　　　章 上　原　隆　一 白　田　　　稔 佐　藤　啓　治 佐　藤　昭　雄 小　沼　敏　雄
女　子 飯　島　ゆりえ

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７２年 １９７３年 １９７４年 １９７５年 １９７６年 １９７７年
男　子 坪　井　善　司 宮　畑　　　豊 加　藤　一　男 古　屋　喜久男 六本木　　　昇 朝　生　照　雄

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９６６年 １９６７年 １９６８年 １９６９年 １９７０年 １９７１年
男　子 後　藤　武　雄 鈴　木　正　広 吉　田　　　実 末　光　健　一 小　島　一　夫 水　上　　　彪

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
160cm級 小　野　貴　子 衛 藤　佳代子 長　島　雅　子 佐　藤　恵　美 大八木　まり子 金 子　真紀子
160cm超級 ≪ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ≫ 山　崎　志　保 山 本　加容子 山　本　加容子 小　山　宴　代 永　山　友　美

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年
山　根　弘　子 山　根　弘　子 森　　　 弘　子 森　　　 弘　子 小 倉　紫絵香 浅　田　ふぢ子

東京選手権大会 優勝者

東京ミスボディフィットネス選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年
男子55ｋｇ以下級 北　川　景太朗
男子60ｋｇ以下級 松　崎　辰　男 菊　地　      賢 古　志　啓　司 小　池　直　幸 井　戸　昭　成
男子65ｋｇ以下級 福　田　伸　也 鈴　木　理　克 石　井　輝　男 梁　    永　洙 土　金　正　巳
男子70ｋｇ以下級 前　田　耕　二 加　賀　義　和 湯　浅　幸　大 河　野　智　洋 嶋　田　泰次郎
男子75ｋｇ以下級 齊　藤　康　二 寺　地　進　一 宇　野　賢　明 小野田　　　巧 河　野　智　洋
男子75ｋｇ超級 清　水　契　輔 西　川　正　洋 吉　田　      遵 田　口　俊　介 白　井　大　樹
女子46ｋｇ以下級 岩　永　昌　子 吉　谷　美　香 橋　木　亜　季 宮　田　みゆき
女子46ｋｇ超級 島 田　三佐子 大　森　恵美子 澤　田　めぐみ ≪女子ﾌｨｼﾞｰｸ≫

女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm 宮　下　和　子
女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm超 中　村　静　香
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm 越　川　順　子
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm超 野　沢　知　代

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年
男子60ｋｇ 小　山　祥　仁 後　藤　　　 充 金　子　和　政 鈴　木　理　克 佐　藤　雅　明 太 田　祐宇樹
男子65ｋｇ 佐　藤　貴　規 小　林　幸　治 加　藤　裕　康 新　名　一　仁 菊　地　      賢 河　野　智　洋
男子70ｋｇ 山　本　　　 純 柳　沢　伸　一 大　谷　宗　貴 馬　場　孝　司 石　井　敏　明 宇　野　明　訓
男子75ｋｇ 松　本　美　彦 山　田　幸　浩 林　　　 勇　宇 大　原　陽一郎 岡　部　謙　介 小　宮　義　徳
男子75ｋｇ超 中　澤　智　之 鈴　木　俊　光 佐々木　　　卓 藤　澤　　　 豊 小　林　一　良 文　　　 国　光
女子46ｋｇ 佐 藤　美由紀 谷　　　 佳　世 橋　野　一　美 深　作　靖　子 小　川　佳　香 秋 山　千香子
女子46ｋｇ超 清 水　恵理子 久　野　礼　子 谷　　　 佳　世 志　村　眞　理 木　島　洋　子 衛 藤　佳代子

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年
男子60ｋｇ 関　根　　　 理 中　井　大　樹 田　澤　晴　美 佐　藤　貴　規 真　島　洋　一 井　上　博　紀
男子65ｋｇ モサン　サベリ 田　中　英　年 前　田　耕　二 渡　辺　　　 守 大　谷　宗　貴 中　井　大　樹
男子70ｋｇ 大 宮　新次郎 小　林　勇　二 今　井　浩　司 太　田　義　弘 永　見　信　光 小　宮　義　徳
男子75ｋｇ 千　葉　正　博 北　嶋　利　明 鎌　田　　　 優 西石垣　光 弘 高　梨　圭　祐 藤　澤　　　 豊
男子75ｋｇ超 水　谷　聡　秀 長　橋　克　明 下　田　雅　人 長　沼　弘　修 松　田　朋　也 長　田　洋　一
女子48ｋｇ 大　橋　洋　子 佐　藤　美　苗 関 谷　由加里 古　溝　 さとみ 西　村　亜　摘 丹　羽　清　恵
女子48ｋｇ超 足　立　晃　子 佐々木　景 子 安　田　敦　子 岡　　　 美　奈 石 渡　美弥子 髙 松　眞里子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年
男子60ｋｇ 小　宮　克　己 坂　内　一　賀 川　村　　　 茂 田　中　英　年 神　原　健　二 須　藤　高　峰
男子65ｋｇ 大 宮　新次郎 谷　口　勝　利 小　宮　義　徳 峰　尾　一　輝 佐　藤　俊　充 永　見　信　光
男子70ｋｇ 泉　　　 健　治 角　田　和　弘 藤　澤　　　 豊 内　田　幸　二 篠　田　　　 真 北　嶋　利　明
男子75ｋｇ 井　出　武　志 紙 田　由紀夫 高　橋　欣　弥 山　本　昌　弘 天　童　曹　耀 田　沢　春　男
男子75ｋｇ超 石　崎　秀　二 上　野　克　彦 加　瀬　幸　男 相　川　浩　一 林　　　 利　昭 原 田　誠一郎
女子48ｋｇ 浅 見　由理香 関　根　由　美 福　田　かおり 田　中　久　美 大　澤　直　子 吉　良　明　子
女子48ｋｇ超 水　野　浩　美 上　月　あゆみ 阿　部　ゆい子 人　見　麗　子 杉　井　ますみ 市　原　恵　江

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年
男子60ｋｇ 野　上　智　章 津　田　　　 宏 後　藤　　　 正 小久保　一 美
男子65ｋｇ 登　坂　　　 勉 内　藤　　 　格 松　川　　　 進 城　戸　栄　治 岩　井　　　 誠 津　田　　 　宏
男子70ｋｇ 後　藤　裕　己 登　坂　　　 勉 近　藤　賢　司 谷　野　義　弘 山　本　昌　弘 青　柳　　　 武
男子75ｋｇ 野　村　信　嘉 梶　原　敬　一 足　立　久　和 野　村　信　嘉 横　森　真　道 佐々木　孝　二
男子75ｋｇ超 市　川　貴　之 関　口　　　 勉 梶　原　敬　一 村 田　信一郎 並　木　敏　之 並　木　敏　之
女子48ｋｇ 市　川　　　　櫻 太 田　みつ子 福　田　たまみ 山 本　美奈子 橿　棒　幸　子 石　川　祐　子
女子48ｋｇ超 ≪50ｋｇ≫ 吉　田　由　香 谷　野　美　鈴 浜　永　祐　子 内 田　美紀子 鹿 間　由利子

東京クラス別ボディビル選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 加　瀬　幸　男 土　金　正　巳 鈴　木　康　克 梁　    永　洙
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 柳　沢　伸　一 鈴　木　俊　光 野　澤　　　 勉 大　島　幸　生
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 木　村　博　男 木　村　博　男 関　口　　　 勉 日　熊　秀　盛
ｼﾞｭﾆｱ 山　口　　　 司 吉　永　雄　哉 市　川　悠　道 柿　沼　奨　真
ﾆｭｰｶﾏｰ 関　口　源　輝 山　根　智　史 柿　沼　奨　真
男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm 湯　浅　幸　大 衛　藤　雄　一
男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm超 有　馬　康　泰 竹　本　直　人

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 野　澤　　　 勉 加　藤　裕　康 柳　沢　伸　一 梅　津　真　人 小　宮　義　徳 前　田　耕　二
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 塩　谷　勝　英 後　藤　　　 譲 中 村　美千雄 中　井　太　一 山　川　忠　弘 林　     勇　宇
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 土　屋　透　治 登　坂　　　 勉 後　藤　　　譲 木　村　博　男 石　津　永　司 日　熊　秀　盛
ｼﾞｭﾆｱ 中　島　　　 健 薊　　　 優　希 臼　井　大　樹 竹　内　大　生

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 高　井　康　弘 北　嶋　利　明 高　橋　有　文 宮　井　昭　彦 天　童　曹　耀 林　　　 勇　宇
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 堀　　　　　　進 土　屋　透　治 土　屋　透　治 浅　野　力　裕 石　津　永　司 篠　原　信　良
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 －　－　－ －　－　－ 箱　守　義　彦 木　村　博　男 山　岸　　　 徹 木　村　博　男
ｼﾞｭﾆｱ 上　田　正　和 上　田　正　和 鷹　木　　　 信 －　－　－ 神　﨑　真　宜 清　水　契　輔

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 山　岸　　　 徹 内　田　　　 敏 塩　谷　勝　英 関　口　　　 勉 村　松　伸　市 渡　辺　　　 守
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 神　原　健　二 青　山　　　 勝 飯　富　幸　夫 篠　原　信　良 土　屋　透　治 木　村　博　男
ｼﾞｭﾆｱ 長　沼　弘　修 佐　藤　俊　充 佐　藤　俊　充 佐　野　宏　次 須 山　翔太郎 長谷川　真 也

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 磯　村　俊　夫 松　川　　　 進 山　室　益　祥 石　津　永　司 岩　崎　　　 清 石　沢　　　 孝
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 浦　崎　凡　弘 荒　川　正　義 山　岸　　　 徹
ｼﾞｭﾆｱ 丹　野　敦　史 新　井　功　一 井　口　裕　功 井　上　貴　幸 平　林　康　之 橋　本　光　規

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８３年 １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 二ッ森　美 則 坂　上　輝　夫 登　坂　　　 勉 吉　田　雅　仁 登　坂　　　 勉 浜　口　平　吾
ｼﾞｭﾆｱ 池　上　　　 健 富　山　耕　一 渡　辺　　　 実 千　脇　隆　司 村 田　信一郎 本　庄　博　幸

東京マスターズ・ジュニア ボディビル選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年
男子60ｋｇ 滝　沢　敏　彦 増　田　博　之 溝呂木　雅 之 浅　野　公　伯 山　木　和　弘 河　田　岳　宏
男子65ｋｇ 島　田　利　之 石　井　輝　男 北　島　      崇 高　橋　秀　典 橋　口　　　 薫 田　辺　   　晃
男子70ｋｇ 宇　野　明　訓 加　賀　義　和 藤　代　      亮 岡　田　     隆 荒　木　鷹　紀 金　子　弘　樹
男子75ｋｇ Pena Joseph Johann 米　本　卓　司 小　湊　理　喜 小　野　善　行 王　　　 旭　東 佐　藤　正　吾
男子75ｋｇ超 木　村　潤　平 白　井　大　樹 ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ 野　村　昇　平 柳　　　 昌　永 村　井　信　龍
女　子 田　中　久　美 濱 田　美智代 松　井　陽　子 澤　田　めぐみ 宮　田　みゆき 宮　下　和　子
女子ﾋﾞｷﾞﾅｰ 鎗　田　美　樹 稲　富　由　美 阿　部　直　子 髙 橋　真由美 竹　内　令　子 椛　澤　幸　子
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 久保田　雄 司 小笠原　　　勝 笹　崎　和　直 松　本　泰　典 筒　井　和　広 齋　藤　貴　志
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 肥　塚　隆　裕 田　中　宏　明 宮　田　勝　実 金　澤　和　弥 平　岩　道　弘 白　石　   　誠
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 小　杉　雅　敬 古　賀　秀　治 藤　島　宏　章 柴　田　成　人 鈴　木　俊　廣 宮　澤　秀　幸

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
男子60ｋｇ 菊　地　淳　二 佐　藤　雅　明 関　野　浩　二 市　川　敏　明 井　上　　　 淳 中　村　     陵
男子65ｋｇ 堀　　　 一　裕 岡　崎　信　一 津　留　信　弘 中　板　秀　晴 不二山　史 典 髙　橋　一　憲
男子70ｋｇ 石　原　貴　史 原　武　章　博 中　村　貴　裕 湯　浅　幸　大 宇　野　賢　明 嶋 田　泰次郎
男子75ｋｇ 桂　　　良太郎 椿　　　 幸　仁 奥　山　裕　也 滝　澤　　　 勤 岩　崎　貞　人 岡　部　謙　介
男子75ｋｇ超 ト　マ　モルロ 吉　田　卓　郎 小　林　一　良 松　尾　泰　宏 堀　内　　　 誠 冨　永　智　史
女　子 丹　羽　清　恵 久　野　礼　子 新　村　桂　子 橋　野　一　美 島　田　三佐子 山 崎　美喜子
女子ﾏｽﾀｰｽﾞ 髙 松　眞里子 佐　藤　尚　子 荻　野　昌　子 深　作　靖　子 村 上　裕紀子
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 山　川　忠　弘 六　車　　　 修 笠　島　英　範 齋　藤　　　 敦 堀　井　由　人 斉　藤　正　敏
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 渡　辺　時　次 山　川　利　博 須　藤　敦　司 井　上　　　 明 水　野　久　男 笹　森　俊　幸
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 石 坂　冨司男 荒　木　健　治 永　野　　　 宏 永　田　節　夫 石　川　佳　司 太　田　敏　彦

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男子60ｋｇ ﾊﾘｿﾝ　ｳｲﾘｱﾑ 栴　檀　芳　之 田　澤　晴　美 佐　藤　貴　規 中　村　和　広 柏　倉　充　佳
男子65ｋｇ 石　河　英　貴 青　柳　慶　光 Ａ ｱﾌﾞﾄﾞﾗﾌﾟｰﾙ 小　林　英　樹 烏　谷　昌　孝 北　沢　高　人
男子70ｋｇ 太　田　巧　一 西　原　啓　二 大 原　陽一郎 清　水　正　志 井　上　芳　雄 平　林　賢　造
男子75ｋｇ 鎌　田　　　 優 望　月　則　男 荒　井　洋　重 河　本　　　 学 藤　田　　　 玄 渡　辺　恭　啓
男子75ｋｇ超 長　沼　弘　修 堀　江　雅　貴 中　村　光　利 雨　宮　　　 稔 石　田　清　人 藤　井　康　次
女　子 斎 藤　由美子 佐々木　晃 子 大須賀　叙 江 高 原　佐知子 石 渡　美弥子 古　谷　礼　子
女子ﾏｽﾀｰｽﾞ35才 古　溝　 さとみ 大　澤　よう子 岡　内　和　子 後 藤　眞由美
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 堀　　　　　　進 加　藤　山　冶 加　藤　山　冶 宮　井　昭　彦 工　藤　貴　志 稲　益　　　 稔
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 平　田　慶　介 小　高　健　一 小　高　健　一 戸野倉　栄 二 永　井　正　富 立　川　和　巳
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 吉 野　十三五 小　泉　忠　男

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９３年 １９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年
男子60ｋｇ 北　村　　　 健 田　中　清　一 松　澤　　　 賢 平　井　　　 彰 松　浦　弘　毅 井　上　政　一
男子65ｋｇ 渡　辺　英　樹 天　海　洋　二 上　田　龍　磨 徳　武　敬　章 前　田　耕　二 河　原　秀　久
男子70ｋｇ 王　　　 世　銘 紙 田　由紀夫 藤　澤　　　 豊 天　童　曹　耀 太　田　義　弘 小　林　勇　二
男子70ｋｇ超 小山内　　　亮 橋　本　光　規 村　上　洋　之 西　川　典　宏 山　岸　秀　匡
女　子 水　野　浩　美 田　中　久　美 亀　井　智英子 三　井　和佳恵 山　口　智　子 メデル シャノン
女子ﾏｽﾀｰｽﾞ35才 松　下　いずみ 村　山　節　子 樋　口　明　子
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 内　田　　　 昇 牧　野　辰　男 西　山　　　忠 小　池　　　稔 高　橋　有　文 柳　澤　英　一
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 金　子　鐵　雄 山　崎　勝　三 長　田　雅　彦

東京オープン・ボディビル選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（富山県） ２０１４年（石川県） ２０１５年（山梨県） ２０１６年（福井県）
男　子 有　野　直　樹(新　潟) 石　坂　恵　一（石　川） 大　野　康　彦（長　野） 和　田　哲　哉（石　川）
女　子 北　野　明　美(石　川)  薄　島　千　佳（富　山） 磯　部　美　穂（長　野） 市 村　佳代子（石　川）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ45才 望　月　泰　城(山　梨) 新　保　政　信（石　川） 寺  本   　  貴（山　梨） 上　原　基　彦（長　野）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ55才 木　村　照　雄(福　井) 木　村　照　雄（長　野） 三　浦　正　昌（新　潟） 三　浦　正　昌（新　潟）
男子新人 五十嵐　樹 生(富　山)

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（石川県） ２０１０年（福井県） ２０１１年（新潟県） ２０１２年（長野県）
男　子 井　上　慶　太（山　梨） 志々目　　　均（石　川） 古　越　　　 桂(長　野) 鷲　巣　国　彦（長　野）
女　子 秋　本　真　希（福　井） 秋　本　真　希（福　井） 島　田　弓　美(長　野) 櫻　井　藤　子（長　野）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ45才 高　林　啓　一（富　山） 水　宅　孝　美（長　野） 鷲　巣　国　彦(長　野) 三　浦　正　昌（新　潟）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ55才 岡　部　昭　一（長　野） 野　口　　　 晃（新　潟） 松　原　敬　之(石　川) 松　原　敬　之（石　川）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年（山梨県）
男　子 岡　田　良　一（山　梨） 西　谷　芳　春（新　潟） 岡　田　良　一（山　梨）
女　子 古　幡　幸　子（長　野） 立　林　千　里（新　潟） 島　田　弓　美（長　野）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ45才 宮　本　重　之（石　川）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ55才 大　竹　勝　敏（新　潟）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男　子 前　川　武　宣（山　梨） 久保田　　　武（長　野） 鶴　田　和　一（長　野） 村　山　　　 元（新　潟）
女　子 丸　山　佳　余（　　　　） 鍛　冶　郁　美（　　　　）

北陸甲信越選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（愛知県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男子60kg以下級 赤　澤　範　昭（広　島）
男子65kg以下級 加　藤　昌　平（愛　知）
男子70kg以下級 五　嶋　弘　美（福　岡）
男子75kg以下級 松　尾　幸　作（愛　知）
男子75kg超級 奥　田　純　也（岐　阜）
女子フィジーク 新　開　由　佳（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１２年（愛知県） ２０１３年（広島県） ２０１４年（大分県） ２０１５年（大阪）
男　子 浅 野　喜久男（愛　知） 辻　田　　　 勲（大　阪） 猿　山　直　史（大　阪） 嶋　田　慶　太（福　岡）
女　子 加　藤　文　子（愛　知） 大　森　樹　里（大　阪） 堀　　　結　華（広　島） 大　森　樹　理（大　阪）
ミス健康美 西　島　里　紗（福　岡）
ミス健康美160cm以下 遠 藤　桂生美（鳥　取）
ミス健康美160cm超 神 谷　美由紀（岐　阜）
ミス健康美ｼｮｰﾄｸﾗｽ 水　野　文　江（愛　知）
ミス健康美ﾄｰﾙｸﾗｽ 杉 浦　能理子（京　都）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００８年（兵庫県） ２００９年（福岡県） ２０１０年（広島県） ２０１１年（大阪）
男　子 Mark　Deyss　（大　阪） 中　武　克　雄（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪） 平　田　　　 隆(京　都)
女　子 辻　　　 紀　子（三　重） 児 島　多賀子（大　阪） 遠 藤　桂生美（鳥　取） 神　田　知　子(大　阪)
ミス健康美160cm以下 礒 野　かおる(兵　庫)
ミス健康美164cm以下 杉 浦　能理子(京　都)
ミス健康美164cm超 川　島　る　み(愛　知)

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男　子 増　田　　　 仁（長　崎） 奥　村　武　司（大　阪）
男子65kg級 田　代　　　 圭（愛　知）
男子70kg級 井　上　裕　章（静　岡）
男子75kg級 加　藤　　　 武（愛　知）
男子75kg超級 武　田　　　 正（静　岡）
女　子 森　本　郁　子（広　島） 今　村　直　子（大　阪） 今　村　潤　子（大　阪）
男子ｼﾞｭﾆｱ 高　瀬　恵　介（愛　知）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
男　子 今　村　拓　夫(鹿児島） 片　川　　　 淳（山　口） 西　島　範　之（福　岡） 片　川　　　 淳（山　口）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年
男　子 川　口　千　晶（岡　山） 丸　川　　　 洋（岡　山）

西日本選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/（主管連盟） ２０１３年（愛知県） 2014年（静岡県･岐阜県） ２０１５年（三重県） 2016年（岐阜県･静岡県）
男　子 椿　　   幸　仁(三　重) 松　尾　幸　作（愛　知） 奥　田　純　也（岐　阜）
女　子 加　藤　文　子(愛　知) 古　田　圭　子（岐　阜） 谷 川　千奈美（愛　知） 服　部　順　子（三　重）
ミス健康美 山　田　朝　美（静　岡）
男子60kg以下級 田　代　　　 圭（愛　知）
男子65kg以下級 小　林　計　成（愛　知）
男子70kg以下級 長谷川　　　渉（愛　知）
男子75kg以下級 高　岸　豊　治（三　重）
男子75kg超級 平　野　貴　己（愛　知）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 小野田　　　寛(愛　知) 竹　村　敦　司（愛　知） 松　山　哲　也（岐　阜） 松　﨑　辰　男（静　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 榑　林　良　和(静　岡) 長　田　昌　秀（静　岡） 山　口　義　浩（愛　知） 濱　田　　　 真（愛　知）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 松　下　英　二(愛　知) 森　田　輝　夫（静　岡） 田　中　眞　彦（愛　知） 山　崎　義　夫（愛　知）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/（主管連盟） ２００９年（愛知県） ２０１０年（三重県） ２０１１年（静岡県） ２０１２年（岐阜県）
男　子 浅 野　喜久男（愛　知） 小　田　敏　郎（愛　知） 武　田　　　 正(静　岡) 加　藤　昌　平（愛知県）
女　子 佐々木 あゆみ（静　岡） 平　岩　玲　子（愛　知） 中  西   さとみ(三　重) 山　田　純　子（愛知県）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 彦　坂　篤　徳（愛　知） 彦　坂　篤　徳（愛　知） 多治見　聡 嗣(愛　知) 松　山　哲　也（岐阜県）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 矢　崎　丹　堂（静　岡） 井　村　博　一（愛　知） 高　岸　豊　治(三　重) 堀　　　 富　雄（三重県）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 松　下　英　二（愛　知） 山　本　敏　雄（岐　阜） 宮　崎　則　尚(三　重) 高　岸　豊　治（三重県）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/（主管連盟） ２００５年 ２００６年 ２００７年 2008年（岐阜県）
男　子 中　西　健　一（三　重） 西　田　哲　之（愛　知） 井　上　裕　章（静　岡） 溝　口　隆　広（静　岡）
女　子 坂　本　涼　子（愛　知） 山野内　里 子（愛　知） 田　岡　眞　美（三　重） 三 上　真紀子（静　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 河　原　春　海（静　岡） 若　林　滋　人（三　重） 後　藤　栄　治（　　　　） 岩　本　義　昭（愛　知）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 高　岸　豊　治（三　重） 飯　田　善　紀（静　岡） 下　田　　　 昇（愛　知） 河　原　春　海（静　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 阿野田　英 生（三　重） 阿野田　英 生（三　重） 岩　下　良　彦（三　重） 宮　崎　則　尚（三　重）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男　子 木　澤　大　祐（愛　知） 浅　野　喜久男（愛　知） 榊　原　貴　裕（　　　　） 丹　羽　真　一（　　　　）
女　子 辻　　　 紀　子（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重） 白　川　初　美（岐　阜）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 井　村　博　一（愛　知） 河　原　春　海（静　岡） 井　戸　浩　和（岐　阜）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 鈴　木　将　弘（静　岡） 前　田　憲　二（三　重） 高　楠　　　 薫（三　重）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 阿野田　英 生（三　重） 平　野　芳　雄（愛　知） 山　本　敏　雄（岐　阜）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/（主管連盟） ２０１５年（三重県） ２０１６年（三重県） ２０１７年 ２０１８年
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm 加　藤　昌　平（愛　知） 飯　場　　　 圭（三　重）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm 妹　尾　康　平（愛　知） 安　田　旬　輝（三　重）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm 竹　中　　　 孝（岐　阜） 日　置　梢　照（愛　知）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超 北　谷　ルカス（愛　知） 濱　口　大　輔（三　重）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ50才以上 伊　藤　謙　治（愛　知） 後　藤　永　治（愛　知）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm 吉　谷　美　香（神奈川） 藤　松　直　子（愛　知）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm超 加　藤　智　子（愛　知） 堀　　　 和　恵（岐　阜）

東海選手権大会 優勝者

東海オープン選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１５年（兵庫県） ２０１６年（京都府） ２０１７年（　　　） ２０１８年（　　　）
男　子 松　岡　　　 啓（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪）
女　子 大　森　樹　理（大　阪） 新　開　由　佳（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 金　田　昭　人（兵　庫） 金　井　雅　樹（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 道　田　泰　三（大　阪） 丸　山　貴　弘（京　都）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ55才 酒　井　隆　典（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 齋　　　 洋　二（兵　庫） 浦　本　眞　明（兵　庫）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 中　野　博　之（大　阪） 中　野　博　之（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 松　浦　義　光（大　阪） 松　浦　義　光（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１１年（兵庫県） ２０１２年（大阪） ２０１３年（京都府） ２０１４年（兵庫県）
男　子 山　崎　岳　志(大　阪) 辻  田       勲（大   阪） 井　上　博　樹(大　阪) 松　岡　　　 啓（大　阪）
女　子 永　浜　　　 一(兵　庫) 篠 原  みゆき（兵   庫） 高 橋　佐智代(大　阪) 魚　澤　亜　矢（和歌山）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 田　中　義　法(大　阪) 仲  本  智  治（大   阪） 榊　原　貴　裕(大　阪) 松　岡　　　 啓（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 北　郷　喜　昌(大　阪) 新  藤  健  次（和歌山） 佐　藤　弘　人(大　阪) 新　藤　健　次（和歌山）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 中　野　博　之(大　阪) 佐  竹  次  郎（大   阪） 銭　　　 安　武(大　阪) 田　中　満　昭（兵　庫）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 中  野  博  之（大   阪） 中　野　博　之(大　阪) 山　野　成　思（京　都）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 井  上  義  信（大   阪） 井　上　義　信(大　阪) 松　浦　義　光（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００７年 ２００８年（大阪） ２００９年（京都府） ２０１０年（兵庫県）
男　子 北　村　智　昭（兵　庫） 平　田　　　 隆（京　都） 増　田　卓　也（大　阪） ダイス　マーク（大　阪）
女　子 小　川　昌　江（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪） 大　森　樹　理（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 高　橋　周　作（大　阪） 岡　田　良　彦（大　阪） 高　垣　　　 徹(和歌山） 原　　　 裕　幸（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 中　山　　　 忍（兵　庫） 妙瀬田　安 道（大　阪） 浦　本　眞　明（兵　庫） 鎌　田　善　弘（京　都）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 田　中　作　司（京　都） 中　野　博　之（大　阪） 中　野　博　之（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
男　子 島　津　忠　久（京　都） 田　口　雅　一（大　阪） 江　口　浩　之（大　阪） 猿　山　直　史（大　阪）
女　子 今　村　潤　子（大　阪） 神　田　知　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 児 島　多賀子（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 仲　田　孝　弘（京　都） 福　武　敬　造（　　　　） 酒　井　隆　典（大　阪） 横　田　一　彦（兵　庫）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 寺　内　省　三（京　都） 上　田　恭　義（大　阪） 中　山　　　 忍（兵　庫） 佐　竹　次　郎（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 森　山　年　章（大　阪） 森　山　年　章（大　阪） 森　山　年　章（大　阪） 東海林　　　徹（兵　庫）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年
男　子 岩 尾　雄一郎（大　阪） 奥　村　武　司（大　阪） 安　福　浩　二（大　阪） 中　武　克　雄（大　阪）
女　子 野　間　春　美（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 木 村　美由紀（大　阪） 鷲　山　美　紀（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 中　山　　　 忍（兵　庫）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 宇　野　　　 譲（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 樽　見　恒　生（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９０年 １９９６年 １９９７年 １９９８年
男　子 林　　　 和　久（大　阪） 川　本　　　 勝（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 小　杉　　　 星（大　阪）
女　子 中　本　則　恵（大　阪） 岡　本　ゆう子（大　阪） 関　　　 雅　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年
男　子 上　山　成　昭（兵　庫） 浅　井　　　 仁（和歌山） 和　田　正　隆（大　阪） 末　永　和　政（大　阪）
女　子 荒　木　真　弓（京　都） 三　好　美　鈴（京　都） 石　田　正　子（京　都） 樋　爪　雅　子（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年
男　子 松　原　　　 博（大　阪） 亀　山　芳　信（岡　山） 森　本　　　 潔（大　阪） 大　谷　浩　司（京　都）
女　子 谷　本　相　子（京　都）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７８年 １９７９年 １９８０年 １９８１年
男　子 栗　井　直　樹（大　阪） 塚　本　猛　義（大　阪） 小　山　裕　史（大　阪） 押　方　兼　二（兵　庫）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７４年 １９７５年 １９７６年 １９７７年
男　子 石　神　日出喜（兵　庫） 木　本　五　郎（大　阪） 長　宗　五十夫（兵　庫） 東海林　　　徹（兵　庫）

関西選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（兵庫県） ２０１４年（大阪） ２０１５年 ２０１６年（兵庫県）
男子55kg級 椿　     正　範（大　阪） 松　下　俊　将（大　阪）
男子60kg級 祖　田　孝　志（大　阪） 原　     裕　幸（大　阪） 中　野　博　之（大　阪）
男子65kg級 川　辺　　　 仁（大　阪） 田　中　義　法（大　阪） 北　中　基　伸（滋　賀）
男子70kg級 道　田　泰　三（大　阪） 杉　田　智　哉（大　阪） 小　田　将　也（兵　庫）
男子75kg級 大　原　健　吾（大　阪） 金　田　昭　人（兵　庫） 酒　井　隆　典（大　阪）
男子75kg超級 田　中　良　一（大　阪） 松　岡　     啓（大　阪） 柴　田　智　史（京　都）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（兵庫県） ２０１０年（大阪） ２０１１年（京都府） ２０１２年（兵庫県）
男子60kg級 田　中　作　司（京　都） 坂　下　健　吾（兵　庫） 北 川　景太朗(京　都) 椿　　　 正　範（大　阪）
男子65kg級 浦　本　眞　明（兵　庫） 原　　　 裕　幸（大　阪） 嶽　　　 美　秀(兵　庫) 杉　田　智　哉（大　阪）
男子70kg級 山　下　賢　二（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 佐名木　宗 貴(大　阪) 太　田　研　二（京　都）
男子75kg級 金　井　雅　樹（大　阪） 玉　井　正　宏（大　阪） 田　中　良　一(大　阪) 玉　木　洋　平（兵　庫）
男子75kg超級 西 條　正太郎（大　阪） 佐　藤　弘　人（大　阪） 松　岡　　　 啓(大　阪) 井　上　博　樹（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００５年 ２００６年 ２００７年 2008年（京都府）
男子60kg級 大　島　英　樹（兵　庫） 正　木　靖　彦（大　阪） 川　辺　　　 仁（大　阪） 日　下　哲　也（大　阪）
男子65kg級 山　下　賢　二（大　阪） 松　田　栄　一（大　阪） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 山　崎　岳　志（大　阪）
男子70kg級 榊　原　貴　裕（大　阪） 川　嶋　孝　之（京　都） 仲　本　智　治（大　阪） 宮　崎　晴　行（大　阪）
男子75kg級 北　村　智　昭（兵　庫） 酒　井　隆　典（大　阪） 中　野　定　明（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪）
男子75kg超級 三　宅　泰　門（兵　庫） 辻　田　　　 勲（大　阪） 酒　井　隆　典（大　阪） 増　田　卓　也（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男子60kg級 北　村　弘　行（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 岩　尾　佳　毅（兵　庫）
男子65kg級 橋　本　将　之（京　都） 与那嶺　晃 一（大　阪） 矢　尾　　　 誠（京　都）
男子70kg級 雲　田　美　彦（兵　庫） 光　明　宏　彰（大　阪） 高　垣　　　 徹(和歌山）
男子75kg級 石　原　和　弥（兵　庫） 南　　　 秀　樹（兵　庫） 須　賀　玄　集（京　都）
男子75kg超級 神　田　宜　儀（　　　　） 小　柴　良　介（兵　庫） 平　田　　　 隆（京　都）

関西クラス別ボディビル選手権大会 優勝者

- 15 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（大阪） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm 髙　橋　悠　希（大　阪）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm 紺　谷　淳　一（個　人）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm 村　田　征　也（大　阪）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超 上　中　一　司（個　人）
オーバーオール 髙　橋　悠　希（大　阪）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm 小　紫　かおり（個　人）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm 岸　田　     恵（個　人）
ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超 田　中　絢　子（個　人）
オーバーオール 岸　田　     恵（個　人）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（大阪） ２０１４年（京都府） ２０１５年
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm級 吉 田　奈美恵（個　人）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm級 太 田　美貴子（京　都） 谷　口　ナオミ（個　人）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm超級 高 栄　佐規子（大　阪） 関　　　 貴　子（大　阪）
ｵｰﾊｰｵｰﾙ 谷　口　ナオミ（個　人）
健康美ｵｰﾌﾟﾝ 木　村　佳　子（個　人） 乃　村　幸　子（個　人）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（大阪） ２０１０年（京都府） ２０１１年（大阪） ２０１２年（京都府）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm級 堀之内 かおり（　　　　） 広　橋　鈴　代（大　阪）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超 樫　尾　仁　美（　　　　） 加　福　明　子（個　人）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm級 杉 浦　能理子（京　都）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm超 加　福　明　子（個　人）
ミ　ス 野　田　真　奈（個　人） 菊　池　智　子（大　阪）
健康美ｵｰﾌﾟﾝ160cm 野　田　真　奈（個　人） 太 田　美貴子（個　人） 藤　原　成　子（個　人）
健康美ｵｰﾌﾟﾝ160cm超 城　戸　雅　代（個　人） ≪オーバーオール≫

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年（大阪）
ミ　ス 千　守　由　紀（大　阪） 岸　田　　　 恵（京　都） 岡　本　早　織（大　阪）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ164cm 吉　岡　みどり（京　都） 田　中　綾　子（大　阪） 岡　本　　　 薫（個　人）
ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ164cm超 中　林　優　子（大　阪） 新　井　敬　子（大　阪） 児 島　多賀子（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
ミス総合 西　田　　　 香（大　阪） 田　守　桃　子（大　阪）
ミス160cm級 浜　田　　　 薫（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪）
ミス160cm超級 西　田　　　 香（大　阪） 田　守　桃　子（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（大阪） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
158cm以下級 廣　橋　鈴　代（大　阪）
163cm以下級 山　本　恵　理（滋　賀）
163cm超級 星　川　 まり子（大　阪）
関西オープン 廣　橋　鈴　代（大　阪）

関西オープン選手権大会 優勝者

関西ボディフィットネス選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（鳥取県） ２０１４年（広島県） ２０１５年（鳥取県） ２０１６年（広島県）
男子55kg級 亀　家　浩　一（鳥　取） 亀　家　浩　一(鳥　取) 亀　家　浩　一（鳥　取）
男子60kg級 木　村　和　昭(岡　山) 門　脇　祐　二（鳥　取） 門　脇　祐　二(鳥　取) 中　浜　貴　昌（広　島）
男子65kg級 西　本　祐　也(岡　山) 大　坂　圭　一（徳　島） 谷　口　誠　二(鳥　取) 谷　口　誠　二（鳥　取）
男子70kg級 北　野　大　輔(鳥　取) 江　川　裕　二（広　島） 西　本　祐　也(岡　山) 徳　岡　優　生（広　島）
男子75kg級 宮　武　智　和(香　川) 八　尾　裕　治（鳥　取） 赤　山　　　 享(岡　山) 江　川　裕　二（広　島）
男子75kg超級 内　山　　　 操(広　島) 神　田　優　作（愛　媛） 西　村　公　行(愛　媛) 西　村　公　行（愛　媛）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ170cm 佐　藤　智　胤（広　島）
ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ170cm超 鞍　掛　祥　久（広　島）
女　子 遠 藤　柱生美(鳥　取)
フィットネスビキニ 坂　本　愛　美（愛　媛）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（広島県） ２０１０年（鳥取県） ２０１１年（岡山県） ２０１２年（広島県）
男子総合 大　石　真　治（岡　山） 村　重　典　昭(山　口)
男子60kg級 木　村　和　昭（岡　山） 平　田　　　 玲（愛　媛） 亀　家　浩　一(鳥　取) 中　浜　貴　昌（広　島）
男子65kg級 森　下　秀　夫（広　島） 重  岡　寿  典（山　口） 谷　口　誠　二(鳥　取) 谷　口　誠　二（鳥　取）
男子70kg級 大　石　真　治（岡　山） 重  田　雅  治（山　口） 赤　山　　　 亨(岡　山) 片　岡　敏　徳（岡　山）
男子75kg級 前　田　龍　二（山　口） 永　田　英　作（愛　媛） 村　重　典　昭(山　口) 下　田　優　太（山　口）
男子75kg超級 粟　田　栄　治（徳　島） 河　村　秀　美（広　島） 越　智　啓　人(広　島) 内　山　　　 操（広　島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年
男子総合 小　野　篤　人（岡　山） 亀　山　芳　信（岡　山） 中　山　　　 勇（鳥　取） 木　村　善　幸（岡　山）
男子60kg級 木　村　和　昭（岡　山） 木　村　和　昭（岡　山） 中　浜　貴　昌（広　島） 平　田　　　 玲（香　川）
男子65kg級 宗　森　祥　和（岡　山） 重　岡　寿　典（山　口） 渡　辺　将　人（山　口） 木　村　善　幸（岡　山）
男子70kg級 只　信　弘　樹（岡　山） 亀　山　芳　信（岡　山） 池　　　 英　輔（高　知） 竹　本　哲　也（広　島）
男子75kg級 八　尾　祐　治（鳥　取） 増　田　和　典（香　川） 中　山　　　 勇（鳥　取） 木　村　勝　典（鳥　取）
男子75kg超級 小　野　篤　人（岡　山） 荒　木　和　将（岡　山） 内　山　　　 操（広　島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男子総合 芝　原　茂　樹（徳　島） 市　川　正　博（徳　島）
男子60kg級 森　田　裕　志（山　口） 大　坂　圭　一（徳　島）
男子65kg級 村　重　典　昭（山　口） 大　西　　　 勉（愛　媛）
男子70kg級 長　田　哲　也（鳥　取） 平　松　一　也（岡　山）
男子75kg級 播　磨　　　 修（福　岡） 伊　丹　和　宏（徳　島）
男子75kg超級 芝　原　茂　樹（徳　島） 市　川　正　博（徳　島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１５年（広島県）
ヤングクラス 住　永　一　真（兵　庫）
ミドルクラス 北　野　大　輔（鳥　取）
ナイスクラス 伝　　　 秀　明（広　島）
マスターズクラス 赤　木　淳　一（岡　山）
フィットネスビキニ 加　藤　智　子（愛　知）

中国・四国選手権大会 優勝者

中国・四国フィジーク・フィットネス選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６（愛媛県） ２０１７年（愛媛県） ２０１８年（愛媛県） ２０１９年（愛媛県）
男　子 河　野　博　幸（香　川）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 中　矢　隆　治（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 山　縣　有　二（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 安　藤　文　博（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 杉　尾　　 　忠（香　川）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１２（愛媛県） ２０１３年（愛媛県） ２０１４年（愛媛県） ２０１５年
男　子 三　好　達　朗(香　川) 馬　場　貴　大(香　川) 神　田　優　作（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 大　坂　圭　一(徳　島) 中　川　雅　彦(愛　媛) 山　縣　有　仁（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 関　　　 貴　司(香　川) 関　　　 貴　司(香　川) 福　山　慎　吾（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 安　藤　文　博(愛　媛) 安　藤　文　博(愛　媛) 安　藤　文　博（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 斉　藤　忠　男(愛　媛)

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００８年（愛媛県） ２００９年（愛媛県） ２０１０年（愛媛県） ２０１１年（愛媛県）
男　子 永　田　英　作（愛　媛） 松　尾　幸　作（香　川） 永　田　英　作（愛　媛） 福　山　慎　吾(愛　媛)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 大　坂　圭　一（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛） 市　川　正　博（徳　島） 末　光　悦　志(愛　媛)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 永　田　英　作（愛　媛） 白　石　圭　介（愛　媛） 永　田　英　作（愛　媛） 長谷部　裕 之(徳　島)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 杉　尾　　　 忠（香　川） 杉　尾　　　 忠（香　川） 杉　尾　　　 忠（香　川） 斉　藤　忠　男(愛　媛)

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男　子 増　田　和　典（香　川） 山　本　　　 睦（愛　媛） 池　　　 英　樹（高　知）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ 宮　内　甲　二（愛　媛） 平　田　　　 玲（香　川） 福　山　慎　吾（愛　媛）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 ≪男子ﾏｽﾀｰｽﾞ≫
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 杉　尾　　　 忠（香　川）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
男　子 川　村　哲　弥（　　　　） 岡　崎　茂　夫（香　川） 市　川　正　博（徳　島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ 岡　崎　茂　夫（香　川） 芝　原　茂　樹（徳　島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年
男　子 長　尾　治　彦（愛　媛） 芝　原　茂　樹（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛）

四国ボディビル選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１３年（宮崎県） ２０１４年（長崎県） ２０１５年（佐賀県） ２０１６年（沖縄県）
男　子 宮　本　浩　次(大　分) 嶋　田　慶　太（福　岡） 佐　藤　浩　慈（福　岡） 椿　　　 幸　仁（長　崎）
女　子 原　口　美　幸(長　崎) MICHELE  RUHL（長崎） 藤　野　愛　子（福　岡） 原　口　美　幸（長　崎）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 藤　村　政　敏(宮　崎) 今　永　伸　治（大　分） 岡　田　良　太（福　岡） 仲　松　政　昭（沖　縄）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 西　田　哲　也(鹿児島) 西　田　哲　也（鹿児島） 田　中　政　文（福　岡） 儀　間　光　広（沖　縄）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 岡　崎　光　男(宮　崎) 杉　内　忠　久（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡） 田　場　英　一（沖　縄）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 安　部　　　 保（大　分） 安　部　　　 保（大　分） 福　重　隆　義（鹿児島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００９年（佐賀県） ２０１０年（長崎県） ２０１１年（鹿児島県） ２０１２年（福岡県）
男　子 播　磨　　　 修（福　岡） 北　原　　　 誠（佐　賀） 今　村　拓　夫(鹿児島) 有　門　勝　久（福　岡）
女　子 ﾙｰﾙ D ﾐｯｼｪﾙ(長　崎） ﾙｰﾙ D ﾐｯｼｪﾙ(長　崎） 中　村　ひとみ(福　岡) 大　里　晴　香（福　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 大　庭　範　久（福　岡） 西　村　公　行(鹿児島） 畠　中　洋　介(鹿児島) 五　嶋　弘　美（福　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 今　村　拓　夫(鹿児島） 荒　巻　好　伸（佐　賀） 西　田　哲　也(鹿児島) 小斉平　　　豊（鹿児島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年（大分県）
男　子 中　嶋　　　 充（福　岡） 小　森　修　一（福　岡） 仲　伯　兼　也（沖　縄）
女　子 荒　木　順　子（佐　賀） 戸　上　志　乃（福　岡） 黒　瀬　文　子（福　岡）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 柿　下　健　一(鹿児島） 岩　淵　直　人（大　分）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 安　部　　　 保（大　分） 安　部　　　 保（大　分）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
男　子 増　田　　　 仁（長　崎） 友　納　耕　二（福　岡） 吉　山　潤　一（長　崎） 西 山　和仁士(鹿児島）
女　子 猪　原　美　樹(鹿児島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 中 尾　宗雄仁（　　　　） 高　安　幸　友（沖　縄） 原　口　浩　信（佐　賀）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 酒　井　宣　人（福　岡） 山　田　博　三（福　岡） 阿　部　　　 保（　　　　）

九州・沖縄選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（宮崎県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男子55kg以下級 長　峰　範　雄（沖　縄）
男子60kg以下級 牧　　　 国　久（福　岡）
男子65kg以下級 武　道　敬　士（熊　本）
男子70kg以下級 大　藪　賀　弘（宮　崎）
男子75kg以下級 椿　　　 幸　仁（個　人）
男子75kg超級 井　上　佳　将（宮　崎）
ﾏｽﾀｰｽﾞ60才60kg 安　倍　　　 保（大　分）
ﾏｽﾀｰｽﾞ60才70kg 久保田　　　誠（宮　崎）
ﾏｽﾀｰｽﾞ60才70kg超 今　村　拓　夫（鹿児島）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１２年（大分県） ２０１３年（佐賀県） ２０１４年（鹿児島県） ２０１５年
男子60kg級 安　倍　　　 保（大　分） 上　田　裕　司(福　岡) 犬　束　貴　博（福　岡）
男子65kg級 榎　本　隆　司（大　分） 福　井　泰　成(佐　賀) 児　玉　澄　雄（鹿児島）
男子70kg級 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 大　島　健　二(福　岡) 原　武　章　博（福　岡）
男子75kg級 大　庭　範　久（福　岡） 佐　藤　浩　慈(長　崎) 嶋　田　慶　太（福　岡）
男子75kg超級 今　井　良　平（長　崎） ｱｺｽﾀ ﾗﾘｰｼﾞｭﾝ(長　崎) 石　丸　広　史（福　岡）
女　子 大　里　晴　香（福　岡）
ミスフィットネス 大　里　晴　香（福　岡） 楢 崎　明日香(福　岡)

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２００８年（福岡県） ２００９年（福岡県） ２０１０年（大分県） ２０１１年（福岡県）
男子60kg級 高　津　光　雄（福　岡）
男子65kg級 犬　束　貴　博（福　岡） 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 峠　田　卓　也(福　岡)
男子70kg級 菅　村　　　 徹（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 知　念　康　成（沖　縄） 新　原　早　登(鹿児島)
男子75kg級 伊　藤　一　洋（福　岡） 佐　藤　大　作(鹿児島） 大　渡　祐　二（宮　崎） 今　村　拓　夫(鹿児島)
男子75kg超級 新　藤　健　次（熊　本） 今　井　良　平（長　崎） 西　村　公　行（鹿児島） 佐　藤　浩　慈(長　崎)
女　子 黒　瀬　文　子（福　岡） ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｯｼｪﾙ(長崎) 杉　内　京　子（福　岡） 中　村　ひとみ(福　岡)
ミス健康美 杉　内　京　子（福　岡）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男子総合 中　嶋　　　 充（福　岡）
男子60kg級 安　部　　　 保（大　分） 犬　丸　吉　幸（福　岡） 安　倍　　　 保（大　分） 牧　　　 信　行（大　分）
男子65kg級 原　口　真　一（佐　賀） 竹　村　昌　紘（福　岡） 石　田　　　 正（大　分） 仲　松　政　昭（沖　縄）
男子70kg級 西 山　和仁士（鹿児島） 中　嶋　　　 充（福　岡） 今　村　孝　文（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡）
男子75kg級 樋　口　利　之（福　岡） 黒　木　政　利（宮　崎） 播　磨　　　 修（福　岡） 内　海　新　悟（福　岡）
男子75kg超級 石　丸　広　史（福　岡） 河　村　英　樹（福　岡） 宮　本　浩　次（大　分） 川　村　　　 崇（福　岡）
女　子 杉　内　京　子（福　岡） 石 川  美穂子（福　岡） 深 町　眞由美（福　岡）
ミス健康美 荒　木　順　子（佐　賀） 北　原　純　子（佐　賀）

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
男子総合 小　森　修　一（福　岡） 城　間　　　 明（沖　縄） 北　原　　　 誠（佐　賀）
男子60kg級 中　尾　宗　夫（長　崎） 打　越　龍　朗（鹿児島） 穂　積　　　 晃（長　崎）
男子65kg級 居細工　直 也（鹿児島） 松　本　　　 隆（福　岡） 川　岸　　　 良（福　岡）
男子70kg級 大　庭　範　久（福　岡） 長　門　伸　悟（沖　縄） 北　原　　　 誠（佐　賀）
男子75kg級 小　森　修　一（福　岡） 城　間　　　 明（沖　縄） 松　添　康　夫（長　崎）
男子75kg超級 吉　村　浩　和（福　岡） 赤　木　淳　平（沖　縄） 阿　部　正　則（　　　　）
女　子 前　田　洋　江（福　岡）

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年
男子60kg級 大　庭　範　久（福　岡） 菊　池　嘉　孝（　　　　）
男子65kg級 有　働　　　 治（福　岡） ｼﾞｮｰｼﾞ ﾊﾞﾅﾃﾞｨﾉ（　　　）
男子70kg級 山　田　博　三（福　岡） 田　代　　　 誠（鹿児島）
男子75kg級 小斉平　　　豊（鹿児島） 友　納　耕　二（福　岡）
男子75kg超級 財　前　貴　充（福　岡） 吉　山　潤　一（長　崎）

九州・沖縄クラス別選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（宮崎県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
168cm以下級 岡　村　宗　明（佐　賀）
172cm以下級 大殿内 南生人（沖　縄）
176cm以下級 財　全　浩　次（大　分）
176cm超級 米　須　清　陽（沖　縄）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１４年（宮崎県） ２０１６年（鹿児島県） ２０１７年 ２０１８年
男　子 宮　本　浩　次（大　分） 福　地　　　剛（鹿児島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 海老原　孝 徳（宮　崎） 柿　下　健　一（鹿児島）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 阿　部　　　 保（大　分） 徳　田　和　昭（鹿児島）
メンズフィジーク 時　吉　純　平（宮　崎）
フィットネスビキニ 船ヶ山 千代花（宮　崎）

ｶﾃｺﾞﾘｰ/(主管連盟) ２０１６年（長崎県） ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男　子 長　瀬　　　 怜（福　岡）
女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下 原　口　美　幸（長　崎）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 榎　本　隆　司（大　分）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 安　部　　　 保（大　分）
ﾒﾝｽﾞﾌｰｼﾞｯｸ168cm 赤　崎　　　 智（個　人）
ﾒﾝｽﾞﾌｰｼﾞｯｸ172cm 武　本　直　也（個　人）
ﾒﾝｽﾞﾌｰｼﾞｯｸ176cm 大久保　徳 之（個　人）
ﾒﾝｽﾞﾌｰｼﾞｯｸ176cm超 今古賀　　　翔（個　人）

西海選手権大会 優勝者

九州・沖縄メンズフィジーク選手権大会 優勝者

南九州選手権大会 優勝者
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ｶﾃｺﾞﾘｰ ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
男　子 松　尾　幸　作 長　田　洋　一 岡　田 　　 隆
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 生　稲　悦　宏 大　澤　　　 正 田　代　　　圭
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 久保田　宏 之 森　山　芳　久 新　井  弘　道
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 北　村　弘　行 渡　辺　　　 孝 辺 見　不二男
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂 蜂　須　　　貢
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才 木　村　博　男
男子新人 鈴　木　翔　太 間　　　太　輔 遠　藤　　 　孝
女子フィジーク 磯　山　範　子 鈴　木  宏　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年
男　子 東　江　英　行 小　森　修　一 城　間　　　 明 新　井　弘　道 原　　　 哲　矢 根　津　　　 綾
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 木　村　善　幸 丹　羽　真　一 城　間　　　 明 丹　羽　真　一 小　島　正　裕 中　嶋　　　 充
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 井　原　　　 茂 北　村　弘　行 加　藤　　　 充 渡　邊　　　 茂  新　井　弘　道 矢　崎　丹　堂
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 登　坂　　　 勉 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂 石　津　永　司 蜂　須　　　 貢 蜂　須　　　 貢
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才 木　村　博　男 木　村　博　男 井　原　　　 茂 木　村　博　男 井　原　　　茂
男子新人 小笠原　匡 志

ｶﾃｺﾞﾘｰ ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
男　子 御　堂　直　樹 井　上　裕　章 井　上　裕　章 生　稲　悦　宏 武　田　　　 正 青　柳　一　男
女　子 高　石　順　子
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂 高　垣　　　 徹 井　原　　　 茂 小　林　幸　治 青　柳　一　男
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 石　津　永　司 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉
ミスﾌｨｯﾄﾈｽ 及　川　美　奈

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年
男　子 大河原　久 典 山　田　頼　一 小　笹　秀　明 小田川　洋 司 三　木　幸　宣 津　田　　　 宏
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才 北　村　弘　行 松　山　　　 茂 大河原　久 典 石　井　直　方
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才 井　原　　　 茂 登　坂　　　 勉 東海林　　　徹 井　原　　　 茂
ミスﾌｨｯﾄﾈｽ 横 田　喜代美 横 田　喜代美 江 口　由利子 佐　京　麻　利 赤 崎　由美子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年
男　子 廣　田　俊　彦 浅　井　　　 仁 有　賀　誠　司 新　井　弘　道 上　野　克　彦
ﾏｽﾀｰｽﾞ 島　袋　正　和 井　原　　　 茂 東海林　　　徹 井　原　　　 茂 石　津　永　司
ﾐｽ健康美 田 中　由起子 風　晴　由　圭
ﾐｽﾏｯｽﾙ 橋　本　貴　子 松　本　俊　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年
青年の部 高　西　文　利 北　村　克　己 新　井　弘　道 上　山　成　昭 後　藤　裕　己 渡　辺　　　 茂
壮年の部 松　原　　　 博 押　方　兼　二 岡　本　正　信 山　崎　義　夫 山 田　新五郎 東海林　　　徹
ﾐｽ健康美 須　藤　ゆ　き 田 吹　美智代 田 吹　美智代 斎　藤　玉　恵 斎　藤　玉　恵 斎　藤　玉　恵
ﾐｽﾏｯｽﾙ 飯　島　ゆりえ 遠　藤　文　恵 大　島　ひろみ 秋　山　珠　実

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７８年 １９７９年 １９８０年 １９８１年 １９８２年 １９８３年
青年の部 朝　生　照　雄 福　島　一　則 石　井　直　方 塚　本　猛　義 粟　井　直　樹 小　沼　敏　雄
壮年の部 山　崎　義　夫 寺　川　和　昭 山　崎　義　夫 梅　村　輝　雄 東海林　　　徹 宮　畑　　　 豊
ﾐｽ健康美 大　島　幸　子 大　島　幸　子 西 脇　美智子 上 原　美和子 西 脇　美智子 加 藤　久美子

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９７２年 １９７３年 １９７４年 １９７５年 １９７６年 １９７７年
青年の部 大　石　秀　夫 寺　川　和　昭 石　川　長　男 野　崎　清　重 梅　村　輝　雄 三田村　　　昭
壮年の部 藤　田　　　 務 梅　村　輝　雄 寺　川　和　昭 梅　村　輝　雄 香　月　末　光 香　月　末　光

ｶﾃｺﾞﾘｰ １９６６年 １９６７年 １９６８年 １９６９年 １９７０年 １９７１年
青年の部 中　畑　幸　雄 神　原　健　二 小　沢　幸　夫 横　塚　辰　雄 吉　川　　　 進 須　藤　孝　三
壮年の部 小笠原　　　勉 竹　松　公　一 中　畑　幸　雄 東　条　正　範 藤　田　　　 務 東　条　正　範

山　崎　義　夫 神　原　健　二

日本社会人選手権大会 優勝者
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