
2016年 第62回 鈴　木　　　 雅（東　京） 35才 166cm 83kg 2016年 第34回 山野内　里 子（愛　知） 56才 158cm 50kg
2015年 第61回 鈴　木　　　 雅（東　京） 34才 167cm 82kg 2015年 第33回 山野内　里 子（愛　知） 54才 158cm 52kg
2014年 第60回 鈴　木　　　 雅（東　京） 33才 167cm 81kg
2013年 第59回 鈴　木　　　 雅（東　京） 32才 167cm 81kg

2011年 第57回 鈴　木　　　 雅（東　京） 30才 167cm 80kg 2014年 第32回 山野内　里 子（愛　知） 53才 158cm 51kg
2010年 第56回 鈴　木　　　 雅（東　京） 29才 167cm 81kg 2013年 第31回 山野内　里 子（愛　知） 52才 158cm 50kg
2009年 第55回 合　戸　孝　二（静　岡） 48才 164cm 70kg 2012年 第30回 今　村　直　子（大　阪） 46才 160cm 52kg
2008年 第54回 合　戸　孝　二（静　岡） 47才 164cm 70kg 2011年 第29回 山野内　里 子（愛　知） 50才 158cm 49kg
2007年 第53回 合　戸　孝　二（静　岡） 46才 164cm 70kg 2010年 第28回 今　村　直　子（大　阪） 44才 160cm 52kg
2006年 第52回 谷　野　義　弘（東　京） 41才 169cm 78kg 2009年 第27回 西　本　朱　希（東　京） 42才 169cm 60kg
2005年 第51回 合　戸　孝　二（静　岡） 44才 164cm 70kg 2008年 第26回 西　本　朱　希（東　京） 41才 169cm 60kg
2004年 第50回 田　代　　　 誠（東　京） 33才 164cm 73kg 2007年 第25回 西　本　朱　希（東　京） 40才 169cm 60kg
2003年 第49回 田　代　　　 誠（東　京） 32才 164cm 73kg 2006年 第24回 西　本　朱　希（東　京） 39才 169cm 60kg
2002年 第48回 田　代　　　 誠（東　京） 31才 164cm 73kg 2005年 第23回 西　本　朱　希（東　京） 38才 169cm 60kg
2001年 第47回 田　代　　　 誠（東　京） 30才 164cm 72kg 2004年 第22回 西　本　朱　希（東　京） 37才 169cm 59kg
2000年 第46回 谷　野　義　弘（東　京） 35才 169cm 79kg 2003年 第21回 水　間　詠　子（東　京） 38才 156cm 52kg
1999年 第45回 小　沼　敏　雄（東　京） 40才 175cm 85kg 2002年 第20回 石　川　祐　子（東　京） 44才 156cm 52kg
1998年 第44回 小　沼　敏　雄（東　京） 39才 175cm 85kg 2001年 第19回 石　川　祐　子（東　京） 43才 156cm 52kg
1997年 第43回 小　沼　敏　雄（東　京） 38才 175cm 85kg 2000年 第18回 石　川　祐　子（東　京） 42才 156cm 52kg
1996年 第42回 小　沼　敏　雄（東　京） 37才 176cm 85kg 1999年 第17回 西　本　朱　希（東　京） 32才 169cm 59kg
1995年 第41回 小　沼　敏　雄（東　京） 36才 176cm 83kg 1998年 第16回 水　間　詠　子（東　京） 33才 156cm 52kg
1994年 第40回 小　沼　敏　雄（東　京） 35才 175cm 82kg 1997年 第15回 水　間　詠　子（東　京） 32才 156cm 52kg
1993年 第39回 小　沼　敏　雄（東　京） 34才 175cm 82kg 1996年 第14回 水　間　詠　子（東　京） 31才 156cm 52kg
1992年 第38回 小　沼　敏　雄（東　京） 33才 175cm 82kg 1995年 第13回 水　間　詠　子（東　京） 30才 156cm 50kg
1991年 第37回 小　沼　敏　雄（東　京） 32才 175cm 82kg 1994年 第12回 水　間　詠　子（東　京） 29才 156cm 50kg
1990年 第36回 小　沼　敏　雄（東　京） 31才 175cm 82kg 1993年 第11回 大　垣　純　子（栃　木） 39才 162cm 54kg
1989年 第35回 小　沼　敏　雄（東　京） 30才 175cm 82kg 1992年 第10回 松　本　俊　子（東　京） 30才 157cm 50kg
1988年 第34回 小　沼　敏　雄（東　京） 29才 175cm 83kg 1991年 第9回 高　橋　明　美(神奈川） 36才 160cm 54kg
1987年 第33回 小　沼　敏　雄（東　京） 28才 175cm 83kg 1990年 第8回 木　村　孝　子（東　京） 34才 166cm 56kg
1986年 第32回 朝　生　照　雄（東　京） 36才 165cm 76kg 1989年 第7回 大　垣　純　子（栃　木） 35才 162cm 53kg
1985年 第31回 小　沼　敏　雄（東　京） 26才 175cm 82kg 1988年 第6回 長谷川　尚 子（東　京） 23才 158cm 50kg
1984年 第30回 小　山　裕　史（鳥　取） 27才 143cm 84kg 1987年 第5回 遠　藤　文　恵（東　京） 39才 160cm 50kg
1983年 第29回 石　井　直　方（東　京） 28才 175cm 88kg 1986年 第4回 大　垣　純　子（栃　木） 32才 162cm 53kg
1982年 第28回 小　山　裕　史（鳥　取） 25才 173cm 82kg 1985年 第3回 安　藤　寛　子（東　京） 27才 162cm 52kg
1981年 第27回 石　井　直　方（東　京） 26才 175cm 85kg 1984年 第2回 北 沢　磨佐美（大　阪） 23才 160cm 52kg
1980年 第26回 朝　生　照　雄（東　京） 30才 165cm 77kg 1983年 第1回 中　尾　和　子（京　都） 31才 163cm 51kg
1979年 第25回 長 宗　五十夫（兵　庫） 31才 163cm 74kg
1978年 第24回 知　名　定　勝（沖　縄） 39才 162cm 73kg
1977年 第23回 奥　田　孝　美（広　島） 26才 167cm 80kg
1976年 第22回 須　藤　孝　三（三　重） 25才 174cm 82kg
1975年 第21回 榎　本　正　司（東　京） 26才 169cm 77kg
1974年 第20回 須　藤　孝　三（三　重） 23才 174cm 84kg
1973年 第19回 宇　戸　信　一（広　島） 25才 165cm 76kg
1972年 第18回 杉　田　　　 茂（大　阪） 25才 166cm 77kg
1971年 第17回 末　光　健　一（東　京） 25才 162cm 80kg
1970年 第16回 武　本　蒼　岳（大　阪） 29才 163cm 78kg
1969年 第15回 吉　村　太　一（大　阪） 25才 177cm 78kg
1968年 第14回 吉　田　　　 実（東　京） 25才 178cm 94kg
1967年 第13回 小　笹　和　俊（福　岡） 26才 162cm 65kg
1966年 第12回 遠　藤　光　男（東　京） 24才 170cm 84kg
1965年 第11回 多 和　昭之進（東　京） 23才 173cm 83kg
1964年 第10回 梯　　　 政　治（大　阪） 24才 168cm 75kg
1963年 第9回 金　澤　利　翼（広　島） 28才 170cm 75kg
1962年 第8回 名　塚　　　進（東　京） 23才 173cm 73kg
1961年 第7回 土　門　義　信（東　京） 31才 170cm 78kg
1960年 第6回 金　澤　利　翼（広　島） 25才 168cm 77kg
1959年 第5回 竹　内　　　威（東　京） 24才 176cm 85kg
1958年 第4回 矢 沢　正太郎（　　　 ） 20才 175cm 80kg
1957年 第3回 宇　土　成　達（　　　 ） 19才 164cm 75kg
1956年 第2回 広　瀬　一　郎（東　京） 21才 174cm 75kg
1955年 第1回 中大路　和 彦（東　京） 18才 168cm 68kg
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2016年 第28回 横　川　尚　隆（東　京） 2016年 第11回 相　澤　隼　人（神奈川）
2015年 第27回 原　田　大　智（広　島） 2015年 第10回 相　澤　隼　人（神奈川）
2014年 第26回 河　勝　雅　行（京　都） 2014年 第9回 山　本　龍　哉（愛　媛）
2013年 第25回 村　上　勝　英（大　阪） 2013年 第8回 鈴　木　友　也（愛　知）
2012年 第24回 竹　内　大　生（鳥　取） 2012年 第7回 金　本　研　一（栃　木）
2011年 第23回 竹　内　大　生（東　京） 2011年 第6回 中曽根　源 太（群　馬）
2010年 第22回 國　井　裕　平（宮　城） 2010年 第5回 斑　目　陽　一（東　京）
2009年 第21回 染　川　雄　祐（大　阪） 2009年 第4回 西　本　祐　也（岡　山）
2008年 第20回 國　井　裕　平（宮　城） 2008年 第3回 竹　内　大　生（鳥　取）
2007年 第19回 國　井　裕　平（宮　城） 2007年 第2回 國　井　裕　平（宮　城）
2006年 第18回 清　水　契　輔（東　京） 2006年 第1回 國　井　裕　平（宮　城）
2005年 第17回 神　崎　真　宜（東　京）
2004年 第16回 新　居　大　輔（香　川）
2003年 第15回 青　山　　　 聖（千　葉）
2002年 第14回 西　谷　勇　一(神奈川）
2001年 第13回 松　尾　幸　作（福　岡）
2000年 第12回 水　野　友　広（愛　知）
1999年 第11回 須 山　翔太郎（東　京）
1998年 第10回 佐　藤　俊　充（東　京）
1997年 第9回 佐　藤　俊　充（東　京）
1996年 第8回 新居田　健 夫（大　阪）
1995年 第7回 木　沢　大　祐（愛　知）
1994年 第6回 橋　本　光　規（東　京）
1993年 第5回 鳥　屋　健　吾（千　葉）
1992年 第4回 鉄　尾　浩　樹（京　都）
1991年 第3回 小　川　典　秀（京　都）
1990年 第2回 新　井　巧　一（東　京） 中　納　奈　美（京　都）
1989年 第1回 仲　山　尚　志（栃　木） 上　田　和　美（京　都）
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カテゴリー ２０１３年 第25回 ２０１４年 第26回 ２０１５年 第27回 ２０１６年 第28回
男子40才以上級 村　山　     元（新　潟）
男子40才70kg級 仲　泊　兼　也(沖　縄) 村　松　幸　大（埼　玉） 村　松　幸　大（埼　玉）
男子40才70kg超級 高　木　     昇(神奈川) 仲　泊　兼　也（沖　縄） 河　村　秀　美（広　島）
男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 仲　泊　兼　也（沖　縄） 村　松　幸　大（埼　玉）
男子50才以上級 片　川　     淳(山　口) 片　川　　　 淳（山　口） 林　     勇　宇（東　京）
男子50才70kg級 村　松　幸　大（埼　玉）
男子50才70kg超級 林　     勇　宇（東　京）
男子50才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 村　松　幸　大（埼　玉）
男子60才以上級 髙　岸　豊　治(三　重) 髙　岸　豊　治（三　重） 難　波　文　義（三　重） 難　波　文　義（三　重）
男子65才以上級 井　原　     茂(社会人) 井　原　　　茂（社会人） 井　原　     茂（社会人） 山　野　成　思（京　都）
男子70才以上級 杉　尾　     忠(香　川) 山　崎　義　夫（社会人） 杉　尾　     忠（香　川） 山　崎　義　夫（愛　知）
男子75才以上級 金　澤　利　翼(広　島) 金　澤　利　翼（広　島） 木　村　博　男（社会人） 木　村　博　男（社会人）
男子80才以上級 金　澤　利　翼（広　島）
女子40才以上級 清 水　恵理子(東　京) 堀　　　 結　華（広　島） 服　部　淳　子（三　重） 髙　橋　典　子（東　京）
女子50才以上級 髙 松　眞里子(東　京) 石　澤　静　江（栃　木） 清 水　恵理子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

カテゴリー ２００９年 第21回 ２０１０年 第22回 ２０１１年 第23回 ２０１２年 第24回
男子40才70kg級 奥　村　武　司（大　阪） 村　松　幸　大（埼　玉） 山　崎　岳　志(大　阪) 村　松　幸　大（埼　玉）
男子40才70kg超級 林　　　 勇　宇（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川) 松　本　美　彦（東　京）
男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 村　松　幸　大（埼　玉） 山　崎　岳　志(大　阪) 村　松　幸　大（埼　玉）
男子40才80kg級 内　藤　隆　之（山　梨）
男子40才80kg超級 芝　原　茂　樹（徳　島）
男子50才以上級 難　波　文　義（三　重） 片　川　　　 淳（山　口） 片　川　　　 淳(山　口) 難　波　文　義（三　重）
男子60才以上級 井　原　　　 茂(社会人） 井　原　　　 茂(社会人） 井　原　　　茂(社会人) 髙　岸　豊　治（三　重）
男子65才以上級 山　崎　義　夫(社会人） 山　崎　義　夫(社会人） 山　崎　義　夫(社会人) 大　竹　勝　敏（新　潟）
男子70才以上級 登　坂　　　 勉（東　京） 木　村　博　男(社会人） 木　村　博　男(社会人) 阿野田　英 生（三　重）
男子75才以上級 小　林　二　郎（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 金　澤　利　翼(広　島) 金　澤　利　翼（広　島）
女子35才以上級 久　野　礼　子（東　京）
女子40才以上級 石　澤　静　江（栃　木） 志　村　眞　理(東　京) 勝　　　あゆみ（三　重）
女子45才以上級 清 水　恵理子（東　京）
女子50才以上級 杉 井　ますみ（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 石　澤　静　江(栃　木) 佐 藤　美由紀（東　京）

カテゴリー ２００５年 第17回 ２００６年 第18回 ２００７年 第19回 ２００８年 第20回
男子40才以上級 小　沼　敏　雄（東　京）
男子40才70kg級 村　松　幸　大（埼　玉） 村　松　幸　大（埼　玉） 奥　村　武　司（大　阪）
男子40才80kg級 片　川　　　 淳（山　口） 野　澤　　　 勉（東　京） 野　澤　　　 勉（東　京）
男子40才80kg超級 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）
男子50才以上級 井　原　　　茂(社会人） 難　波　文　義（三　重） 片　川　　　 淳（山　口） 片　川　　　 淳（山　口）
男子60才以上級 飯　富　幸　夫（東　京） 井　原　　　 茂(社会人） 井　原　　　 茂(社会人） 井　原　　　 茂(社会人）
男子65才以上級 金　澤　利　翼（広　島） 木　村　博　男(社会人） 知　名　定　勝（沖　縄） 杉　尾　　　 忠（香　川）
男子70才以上級 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）
女子35才以上級 佐 藤　美由紀（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 勝　　　 あゆみ（三　重）
女子45才以上級 朝　生　記　子（埼　玉） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

カテゴリー ２００１年 第13回 ２００２年 第14回 ２００３年 第15回 ２００４年 第16回
男子40才以上級 内　藤　隆　之（山　梨） 小　沼　敏　雄（東　京） 内　藤　隆　之（山　梨） 内　藤　隆　之（山　梨）
男子50才以上級 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 島　袋　正　和（沖　縄）
男子60才以上級 阿野田　英 生（三　重） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 磯　村　俊　夫（東　京） 山　岸　　　 徹（東　京）
男子65才以上級 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）
男子70才以上級 小　林　二　郎（東　京）
女子 白　岩　喜　子（東　京） 神　田　知　子（大　阪） 大　林　令　子（宮　城）
女子35才以上級 佐々木　亜 紀（愛　知）
女子45才以上級 朝　生　記　子（埼　玉）

カテゴリー １９９７年 第９回 １９９８年 第10回 １９９９年 第11回 ２０００年 第12回
男子40才以上級 島　袋　正　和（沖　縄） 林　　　 久　司（東　京） 林　　　 久　司（東　京） 片　川　　　 淳（山　口）
男子50才以上級 磯　村　俊　夫（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉）
男子60才以上級 金　澤　利　翼（広　島） 金　澤　利　翼（広　島） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）
女子 人　見　麗　子（東　京） 吉　田　明　美（大　阪） 石　川　早百合（埼　玉） 安　藤　保　子（鳥　取）
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カテゴリー １９９３年 第５回 １９９４年 第６回 １９９５年 第７回 １９９６年 第８回
男子40才以上級 磯　村　俊　夫（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉） 高　西　文　利（長　崎） 朝　生　照　雄（埼　玉）
男子50才以上級 登　坂　　　 勉（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 磯　村　俊　夫（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京）
女子 鹿 間　由利子（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 上　野　結　花（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

カテゴリー １９８９年 第１回 １９９０年 第２回 １９９１年 第３回 １９９２年 第４回
男子 石　村　勝　巳（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉）
女子 大　垣　純　子（栃　木） 中　村　泰　子（宮　城） 須　藤　ゆ　き（東　京） 福　田　たまみ（東　京）
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カテゴリー ２０１３年 第17回 ２０１４年 第18回 ２０１５年 第19回 ２０１６年 第20回
男子55kg以下級 －　　－　　－ 古　志　啓　司(東　京) 溝　口　隆　広（静　岡） 赤　澤　範　昭（広　島）
男子60kg以下級 津　田　     宏（東　京） 津　田　     宏(東　京) 重　岡　寿　典（広　島） 津　田　     宏（東　京）
男子65kg以下級 鷲　巣　国　彦（長　野） 浅 野　喜久男(愛　知) 佐　藤　貴　規（東　京） 浅 野　喜久男（愛　知）
男子70kg以下級 浅 野　喜久男（愛　知） 加　藤　直　之(神奈川) 片　川　     淳（山　口） 加　藤　直　之（神奈川）
男子75kg以下級 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　貴　規(東　京) 山　口　     裕（埼　玉） 谷　野　義　弘（東　京）
男子80kg以下級 佐　藤　茂　男（東　京） 小　松　慎　吾(長　野) 須 山　翔太郎（東　京） 松　岡　     啓（大　阪）
男子85kg以下級 金　子　芳　宏（神奈川） 木　澤　大　祐(愛　知) 木　澤　大　祐（愛　知） 小　松　慎　吾（長　野）
男子90kg以下級 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　      浩(大　阪) 井　上　     浩（大　阪） 辻　田　     勲（大　阪）
男子90kg超級 岡　田　勝　成(埼　玉) 越　仮　正　敏（愛　知）
女子46kg以下級 菅 原　佳代子（青　森） 種 村　みつき(愛　知)
女子49kg以下級 石　澤　静　江（栃　木） 大　澤　直　子(東　京)
女子52kg以下級 山野内　里 子（愛　知） 山野内　里 子(愛　知)
女子55kg以下級 足　立　晃　子（東　京） 澤　田　めぐみ(東　京)
女子58kg以下級 廣　田　ゆ　み（愛　知） 髙 原　佐知子(東　京)
女子58kg超級 髙 原　佐知子（東　京）
ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級 山野内　里 子（愛　知） 宮　田　みゆき（東　京）
ﾌｨｼﾞｰｸ163cm以下級 清 水　恵理子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）
ﾌｨｼﾞｰｸ163cm超級 澤　田　めぐみ（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京）

カテゴリー ２００９年 第13回 ２０１０年 第14回 ２０１１年 第15回 ２０１２年 第16回
男子60kg級 小久保　一 美（東　京） 甲　田　　　 敦（長　野） 溝　口　隆　広（静　岡） 津　田　     宏（東　京）
男子65kg級 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 小久保　一 美（東　京） 重　岡　寿　典（山　口）
男子70kg級 近　藤　賢　司（東　京） 山　崎　岳　志（大　阪） 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　貴　規（東　京）
男子75kg級 難　波　文　義（三　重） 片　川　　　 淳（山　口） 近　藤　賢　司（東　京） 大 原　陽一郎（東　京）
男子80kg級 中　武　克　雄（大　阪） 鈴　木　　　 雅（東　京） 山　田　幸　浩（東　京） 須 山　翔太郎（東　京）
男子85kg級 相　川　浩　一（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 田　中　裕　也（栃　木）
男子90kg級 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　     浩（大　阪）
男子90kg超級 三　橋　信　之（三　重）
女子46kg級 佐 藤　美由紀（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 秋 山　千香子（東　京）
女子49kg級 山野内　里 子（愛　知） 惠　良　律　子（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 佐 藤　美由紀（東　京）
女子52kg級 足　立　晃　子（東　京） 惠　良　律　子（東　京） 惠　良　律　子（東　京）
女子55kg級 今　村　直　子（大　阪） 深　町　り　え（神奈川） 足　立　晃　子（東　京） 足　立　晃　子（東　京）
女子58kg級 勝　　　あゆみ（三　重） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 髙 原　佐知子（東　京）
女子58kg超級 西　本　朱　希（東　京） 相　馬　貴　子（長　野）

カテゴリー ２００５年 第9回 ２００６年 第10回 ２００７年 第11回 ２００８年 第12回
男子60kg級 赤　澤　範　昭（広　島） 小久保　一 美（東　京） 小久保　一 美（東　京） 小久保　一 美（東　京）
男子65kg級 前　川　武　宣（山　梨） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京）
男子70kg級 廣　田　俊　彦（愛　知） 近　藤　賢　司（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 奥　村　武　司（大　阪）
男子75kg級 近　藤　賢　司（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）
男子80kg級 谷　野　義　弘（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 鈴　木　　　 雅（東　京）
男子85kg級 今　中　直　博（大　阪） 今　中　直　博（大　阪） 木　澤　大　祐（愛　知） 相　川　浩　一（東　京）
男子90kg級 井　上　　　 浩（大　阪） 木　澤　大　介（愛　知） 林　　　 英　二（長　野） 井　上　　　 浩（大　阪）
男子90kg超級 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 三　橋　信　之（三　重）
女子46kg級 石　澤　静　江（栃　木） 大　澤　直　子（東　京） 大　澤　直　子（東　京） 大　澤　直　子（東　京）
女子49kg級 大　澤　直　子（東　京） 恵　良　律　子（東　京） 恵　良　律　子（東　京） 猪　原　美　樹(鹿児島）
女子52kg級 今　村　直　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 天　童　あゆみ（東　京）
女子55kg級 古　幡　幸　子（長　野） 秋 山　加津美（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 足　立　晃　子（東　京）
女子58kg級 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 佐々木　亜 紀（愛　知）
女子58kg超級 西　本　朱　希（東　京） 西　本　朱　希（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ45才級 片　川　　　 淳（山　口） 片　川　　　 淳（山　口） 奥　村　武　司（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才級 中　嶋　浩　樹(神奈川） 蜂　須　　　 貢（愛　知） 杉　内　忠　久（福　岡）
ｼﾞｭﾆｱ70kg級 山　田　祐　揮（愛　知）
ｼﾞｭﾆｱ70kg超級 鈴　木　健　太（宮　城）

日 本 ク ラ ス 別 選 手 権 大 会
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カテゴリー ２００１年 第5回 ２００２年 第6回 ２００３年 第7回 ２００４年 第8回
男子60kg級 石　川　栄　一（宮　城） 赤　澤　範　昭（広　島） 赤　澤　範　昭（広　島） 前　川　武　宣（山　梨）
男子65kg級 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京）
男子70kg級 合　戸　孝　二（静　岡） 廣　田　俊　彦（愛　知） 田　代　　　 誠（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知）
男子75kg級 田　代　　　 誠(鹿児島） 田　代　　　 誠(鹿児島） 合　戸　孝　二（静　岡） 田　代　　　 誠（東　京）
男子80kg級 山　岸　秀　匡（東　京） 山　岸　秀　匡（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 山　田　賴　一（静　岡）
男子85kg級 小　沼　敏　雄（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 内　藤　隆　之（山　梨） 相　川　浩　一（東　京）
男子90kg級 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪）
男子90kg超級 井　上　直　胤（大　阪） 井　上　直　胤（東　京）
女子46kg級 吉　良　明　子（東　京） 辻　　　紀　子（三　重） 辻　　　紀　子（三　重）
女子49kg級 鶴　田　直　美（福　岡） 丹　羽　裕　子（京　都）
女子52kg級 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京）
女子55kg級 井　上　裕　子（大　阪） 宮 坂　美紀子（長　野） 宮 坂　美紀子（長　野）
女子57kg級 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
女子57kg超級 井　上　裕　子（大　阪）
女子58kg級 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
女子58kg超級 西　本　朱　希（東　京） 井　上　裕　子（大　阪）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70kg級 鹿　村　啓　一（岡　山）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70kg超級 朝　生　照　雄（埼　玉）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ45才級 片　川　　　 淳（山　口）
男子ｼﾞｭﾆｱ 水　野　友　広（愛　知） 荒　牧　友　宏（京　都）

カテゴリー １９９７年 第1回 １９９８年 第2回 １９９９年 第3回 ２０００年 第4回
男子60kg級 石　川　栄　一（宮　城） 石　川　栄　一（宮　城） 石　川　栄　一（宮　城） 石　川　栄　一（宮　城）
男子65kg級 菊　池　正　幸（宮　城） 菊　池　正　幸（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京）
男子70kg級 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 松　村　幸　大（埼　玉） 廣　田　俊　彦（愛　知）
男子75kg級 山　本　昌　弘（東　京） 高　西　文　利（長　崎） 田　代　　　 誠(鹿児島） 合　戸　孝　二（静　岡）
男子80kg級 谷　野　義　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 原　田　誠一郎（東　京）
男子85kg級 上　野　克　彦（東　京） 内　藤　隆　之（山　梨） 川　口　千　晶（岡　山） 相　川　浩　一（東　京）
男子90kg級 小　沼　敏　雄（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 林　　　 英　二（長　野）
男子90kg超級 新 井　美智男（群　馬） 新 井　美智男（群　馬）
女子46kg級 浅 見　由理香（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 朝　生　記　子（埼　玉）
女子49kg級 石　川　祐　子（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 杉　井　ますみ（東　京） 水　間　詠　子（東　京）
女子52kg級 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 佐々木　亜 紀（愛　知）
女子55kg級 大　垣　純　子（栃　木） 村　山　節　子（東　京）
女子58kg級 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 秋 山　加津美（大　阪） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
女子58kg超級 西　本　朱　希（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京）
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ 朝　生　照　雄（埼　玉）
男子ｼﾞｭﾆｱ 水　野　友　広（愛　知）
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カテゴリー １９９３年 第10回 １９９４年 第11回 １９９５年 第12回 １９９６年 第13回
男子60kg級 津　田　　　 宏（東　京） 小久保　一 美（東　京） 本　多　常　秀（沖　縄） 小　宮　克　己（東　京）
男子65kg級 末　永　和　政（大　阪） 末　永　和　政（大　阪） 菊　池　正　幸（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京）
男子70kg級 須　江　正　尋（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 末　永　和　政（大　阪）
男子75kg級 廣　田　俊　彦（愛　知） 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 廣　田　俊　彦（愛　知）
男子75kg超級 高　西　文　利（長　崎）
男子80kg級 高　西　文　利（長　崎） 上　野　克　彦（東　京） 高　西　文　利（長　崎）
男子80kg超級 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）
男子85kg級 小　沼　敏　雄（東　京）
男子90kg級 原　口　浩　信（佐　賀）
女  子 清　　　 結　花（静　岡） 上　野　結　花（静　岡）
女子46kg級 浅 見　由理香（東　京）
女子48kg級 上　野　結　花（静　岡）
女子48kg超級 廣　田　ゆ　み（愛　知）
女子49kg級 石　川　祐　子（東　京）
女子52kg級 水　間　詠　子（東　京）
女子55kg級 豊　住　典　子（　　　　）
女子58kg級 廣　田　ゆ　み（愛　知）
男子ｼﾞｭﾆｱ 佐　藤　大　作（　　　　）

カテゴリー １９８９年 第6回 １９９０年 第7回 １９９１年 第8回 １９９２年 第9回
男子60kg級 石　川　栄　一（宮　城）
男子65kg級 川　上　昭　雄（東　京） 上　沢　久　志（青　森） 金　城　正　秀（沖　縄）
男子70kg級 大河原　久 典（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 島　袋　正　和（沖　縄）
男子75kg級 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉）
男子75kg超級 小　沼　敏　雄（東　京）
男子80kg級 鶴　田　和　一（東　京） 高　西　文　利（長　崎）
男子80kg超級 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）
女  子 高　橋　明　美(神奈川） 高　橋　明　美(神奈川）
女子48kg級 荒　川　純　子（栃　木）
女子48kg超級 松　本　俊　子（東　京）

カテゴリー １９８５年 第2回 １９８６年 第3回 １９８７年 第4回 １９８８年 第5回
男子65kg級 金　城　正　秀（沖　縄） 金　城　正　秀（沖　縄）
男子70kg級 石　村　勝　巳（東　京） 中　村　勝　美（宮　城）
男子80kg級 榎　本　正　司（東　京） 榎　本　正　司（埼　玉）
男子90kg級 高　西　文　利（東　京） 新　井　弘　道（新　潟）
女  子 大　垣　純　子（栃　木） 大　垣　純　子（栃　木）

カテゴリー １９８４年 第1回
男子65kg級
男子70kg級
男子80kg級
男子90kg級
女  子

世界・アジア日本代表選抜ボディビル選手権大会
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カテゴリー ２０１６年 第27回 ２０１７年 第28回 ２０１８年 第29回 ２０１９年 第30回
男子ボディビル 山　口　　　 裕（埼　玉）
女子フィジーク 中　村　静　香（東　京）

ボディフィットネス 齋 藤　有紀子（栃　木）
大　森　樹　理（大　阪）
松　岡　　　 啓（大　阪）

カテゴリー ２０１２年 第23回 ２０１３年 第24回 ２０１４年 第25回 ２０１５年 第26回
男子ボディビル 加　藤　直　之(神奈川) 小　松　慎　吾（長　野） 佐　藤　茂　男（東　京） 井　上　裕　章（静　岡）
女子ボディビル 髙 原　佐知子（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 澤 田　めぐみ（東　京）
女子フィジーク 佐 藤　美由紀（東　京）

ボディフィットネス 山　下　由　美（宮　城） 衛 藤　佳代子（東　京） 山 本　加容子（東　京） 金 子　真紀子（東　京）
ミスフィットネス 丹　羽　裕　子（京　都） 野　田　真　奈（大　阪）

中　島　幸　忠(神奈川） 河　村　秀　美（広　島） 田　代　　　 圭（愛　知） 吉　田　英　樹（神奈川）
深　町　 り　え(神奈川） 船　木　郁　子（広　島） 加　藤　文　子（愛　知） 石　田　典　子（神奈川）

カテゴリー ２００８年 第19回 ２００９年 第20回 ２０１０年 第21回 ２０１１年 第22回
男　子 山　田　幸　浩（東　京） 高　梨　圭　祐（東　京） 増　田　卓　也（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪）
女　子 天　童　あゆみ（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 山野内　里 子（愛　知）

カテゴリー ２００４年 第15回 ２００５年 第16回 ２００６年 第17回 ２００７年 第18回
男　子 木　澤　大　祐（愛　知） 今　中　直　博（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 中　武　克　雄（大　阪）
女　子 榊　原　あゆみ（三　重） 秋 山　加津美（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪）

カテゴリー ２０００年 第11回 ２００１年 第12回 ２００２年 第13回 ２００３年 第14回
男　子 合　戸　孝　二（静　岡） 岩 尾　雄一郎（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 山　本　昌　弘（東　京）
女　子 水　野　浩　美（東　京） 吉　良　明　子（東　京） 井　上　裕　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪）

カテゴリー １９９６年 第7回 １９９７年 第8回 １９９８年 第9回 １９９９年 第10回
男　子 上　野　克　彦（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 難　波　文　義（三　重） 田　代　　　 誠(鹿児島）
女　子 廣　田　ゆ　み（愛　知） 浜　永　祐　子（東　京） 日比野　珠 子（岐　阜） 朝　生　記　子（埼　玉）

カテゴリー １９９２年 第3回 １９９３年 第4回 １９９４年 第5回 １９９５年 第6回
男　子 新　井　弘　道（群　馬） ピーター キマニ（東 京） 谷　野　義　弘(神奈川） 手　塚　光　生（東　京）
女　子 後 藤　多賀子（静　岡） 清　　　 結　花（静　岡） 水　間　詠　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京）

カテゴリー １９９０年 第1回 １９９１年 第2回
男　子 岡　本　正　信(神奈川） 廣　田　俊　彦（愛　知）
女　子 高　橋　明　美(神奈川） 吉　田　由　香（東　京）

カテゴリー １９８６年 第14回 １９８７年 第15回 １９８８年 第16回 １９８９年 第17回
男　子 岡　本　正　信(神奈川） 大河原　久 典（東　京）

カテゴリー １９８２年 第10回 １９８３年 第11回 １９８４年 第12回 １９８５年 第13回
男　子 松　原　　　 博（大　阪）

カテゴリー １９７８年 第6回 １９７９年 第7回 １９８０年 第8回 １９８１年 第9回
男　子 粟　井　直　樹（大　阪）

カテゴリー １９７４年 第2回 １９７５年 第3回 １９７６年 第4回 １９７７年 第5回
男　子 知　名　定　勝（沖　縄）

カテゴリー １９７３年 第1回
男　子

ジャパンオープン選手権大会

ミックス ド ペア

ミスター アポロ 選手権大会

ミックス ド ペア
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カテゴリー ２００８年 第25回 ２００９年 第26回 ２０１０年 第27回 ２０１１年 第28回
佐　竹　次　郎（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪） 中　島　幸　忠(神奈川） 中　島　幸　忠(神奈川）
丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都） 深　町　 り　え(神奈川） 深　町　 り　え(神奈川）

カテゴリー ２００４年 第21回 ２００５年 第22回 ２００６年 第23回 ２００７年 第24回
堀　　　　　 進（東　京） 中　武　克　雄（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪）
古　溝　さとみ（東　京） 今　村　直　子（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都）

カテゴリー ２０００年 第17回 ２００１年 第18回 ２００２年 第19回 ２００３年 第20回
田　澤　晴　美（東　京） 田　澤　晴　美（東　京） 堀　　　　　 進（東　京）
関 谷　友加里（東　京） 関 谷　友加里（東　京） 古　溝　さとみ（東　京）

カテゴリー １９９６年 第13回 １９９７年 第14回 １９９８年 第15回 １９９９年 第16回
木　全　晶　裕（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉） 佐　藤　俊　充（東　京） 榊　原　貴　裕（三　重）
鹿 間　由利子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 浅 見　由理香（東　京） 榊　原　あゆみ（三　重）

カテゴリー １９９１年 第9回 １９９２年 第10回 １９９４年 第11回 １９９５年 第12回
須　江　正　尋（東　京） 荒　川　敏　夫（栃　木） 廣　田　俊　彦（愛　知） 阿野田　英 生（三　重）
高　瀬　明　美（東　京） 荒　川　純　子（栃　木） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 阿野田　淳 子（三　重）

カテゴリー １９８７年 第5回 １９８８年 第6回 １９８９年 第7回 １９９０年 第8回
梅　本　和　孝（京　都） 市　川　貴　之（東　京） 中　村　勝　美（宮　城） 岡　本　正　信（神奈川）
荒　木　真　弓（京　都） 市　川　　　櫻（東　京） 中　村　康　子（宮　城） 岡　本　久　子（神奈川）

カテゴリー １９８３年 第1回 １９８４年 第2回 １９８５年 第3回 １９８６年 第4回
粟　井　直　樹（岡　山） 粟　井　直　樹（岡　山） 粟　井　直　樹（岡　山） 岡　本　正　信（神奈川）
粟　井　幸　子（岡　山） 粟　井　幸　子（岡　山） 粟　井　幸　子（岡　山） 岡　本　久　子（神奈川）

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ミックス ド ペア

ジャパン ミックスド ペア ボディビル選手権大会
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カテゴリー ２０１６年 第7回 ２０１７年 第8回 ２０１８年 第9回 ２０１９年 第10回
 165cm以下級 原　    哲　矢（神奈川）
 168cm以下級 栁　沢　伸　一（東　京）
 171cm以下級 仲　泊　兼　也（沖　縄）
 175cm以下級 小野田　　　巧（東　京）
 175cm超級 神　田　優　作（愛　媛）

カテゴリー ２０１２年 第4回 ２０１３年 第5回 ２０１４年 第5回 ２０１５年 第6回
 160cm以下級 川　辺　     仁（大　阪）
 162cm以下級 重　岡　寿　典（広　島）
 165cm以下級 原　　　 哲　矢(神奈川) 原　     哲　矢（社会人） 原　    哲　矢（社会人） 石　井　輝　男（東　京）
 168cm以下級 鎌　田　　　 優（東　京） 片　岡　俊　和（岡　山） 玉　井　正　宏（大　阪） 鎌　田　     優（東　京）
 171cm以下級 片　川　　　 淳（山　口） 片　川　     淳（山　口） 井　上　裕　章（静　岡）
 172cm以下級 仲　泊　兼　也（沖　縄）

 175cm以下級 長　田　洋　一(社会人) 金　井　雅　樹（大　阪） 竹　内　大　生（鳥　取）
 175cm超級 河　村　秀　美（広　島） 村　山　     元（新　潟）
 176cm以下級 金　井　雅　樹（大　阪）
 176cm超級 田　口　俊　介（東　京）
 180cm以下級 田　口　俊　介（東　京）
 180cm超級 今　井　良　平（長　崎）
 オーバーオール 鎌　田　　　 優（東　京） 村　山　     元（新　潟） 仲　泊　兼　也（沖　縄）
 ﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ賞 鎌　田　　　 優（東　京） 金　井　雅　樹（大　阪） 仲　泊　兼　也（沖　縄）

カテゴリー ２００９年 第1回 ２０１０年 第2回 ２０１１年 第3回
 165cm以下級 溝　口　隆　広（静　岡） 甲　田　　　 敦（長　野） 原　　　 哲　矢（神奈川）
 170cm以下級 田　代　　　 圭(社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 鎌　田　　　 優（東　京）
 175cm以下級 松　下　純　治（沖　縄） 片　川　　　 淳（山　口） 谷　澤　一　矢（神奈川）
 175cm超級 原　　　 辰　徳（三　重） 佐　藤　弘　人（大　阪）

日本クラシックボディビル選手権大会
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カテゴリー ２０１６年 第3回 ２０１７年 第4回 ２０１８年 第5回 ２０１９年 第6回
40才以下168cm以下級 多　田　     哲（東　京）
40才以下172cm以下級 湯　浅　幸　大（東　京）
40才以下176cm以下級 佐　藤　正　悟（大　阪）
40才以下176cm超級 加藤 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 真人（東　京）

40才超172cm以下級 田　村　宜　丈（神奈川）
40才超172cm超級 齋　藤　真　人（東　京）
ジュニア 荒 木　健太郎（埼　玉）
オーバーオール 佐　藤　正　悟（大　阪）

カテゴリー ２０１４年 第1回 ２０１５年 第2回
 168cm以下級 中　浜　貴　昌（広　島） 末　松　純　一（京　都）
 172cm以下級 坂　井　大　樹（滋　賀） 横　川　尚　隆（東　京）
 176cm以下級 長谷川　浩 久（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪）
 176cm超級 齋　藤　真　人（東　京） 齋　藤　真　人（東　京）
 オーバーオール 長谷川　浩 久（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪）

日本メンズフィジーク選手権大会
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カテゴリー ２０１５年 第9回 ２０１６年 第10回 ２０１７年 第11回 ２０１８年 第12回
　158cm以下級 衛 藤　佳代子（東　京） 齋 藤　有紀子（栃　木）
　163cm以下級 金 子　真紀子（東　京） 西　島　里　紗（福　岡）
　163cm超級 山 本　加容子（東　京） 阿　部　美　早（岩　手）
　50才以上級 水　野　文　江（愛　知） 長　島　雅　子（埼　玉）
　オーバーオール 衛 藤　佳代子（東　京） 齋 藤　有紀子（栃　木）

カテゴリー ２０１１年 第5回 ２０１２年 第6回 ２０１３年 第7回 ２０１４年 第8回
　158cm以下級 土 門　真理子（宮　城） 衛 藤　佳代子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京）
　160cm以下級 菊　池　誉　子（茨　城）
　163cm以下級 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城）
　164cm以下級 中　村　静　香（宮　城）
　163cm超級 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（福　島） 阿　部　美　早（岩　手）
　164cm超級 浅 田　ふぢ子（東　京）
　40才以上級 礒　野　かおる（兵　庫） 菊　池　智　子（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都） 佐々木 あゆみ（静　岡）
　オーバーオール 中　村　静　香（宮　城） 阿　部　美　早（岩　手）

カテゴリー ２００７年 第1回 ２００８年 第2回 ２００９年 第3回 ２０１０年 第4回
　160cm以下級 菊　池　智　子（大　阪） 望　月　朋　子（静　岡） 望　月　朋　子（静　岡） 岡　本　     薫（京　都）
　160cm超級 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡）  武　田　智　子（静　岡）
　164cm以下級 中　村　静　香（宮　城）
　164cm超級 浅 田　ふぢ子（東　京）
　オーバーオール 岡　本　     薫（京　都）

カテゴリー ２００４年 第1回 ２００５年 第2回 ２００６年 第3回
　オーバーオール 山 中　輝世子（大　阪） 三　國　智　子（静　岡）

カテゴリー ２０１４年 第1回 ２０１５年 第2回 ２０１６年 第3回 ２０１７年 第4回
158cm以下級 大　里　晴　香（福　岡）
163cm以下級 荻　山　はるか（愛　知）
163cm超級 新　井　敬　子（大　阪）
35才158cm以下級 大　里　晴　香（福　岡） 藤　松　直　子（愛　知）
35才163cm以下級 高　橋　夏　美（神奈川） 倉　地　美　晴（愛　知）
35才163cm超級 安　井　友　梨（愛　知） 安　井　友　梨（愛　知）
35才超158cm以下級 三　船　麻里子（東　京） 三 船　麻里子（東　京）
35才超163cm以下級 菅　原　  ジョイ（東　京） 菅　原　 ジョイ（東　京）
35才超163cm超級 椎 名　智香子（千　葉） 小　野　貴　子（千　葉）
オーバーオール 新　井　敬　子（大　阪） 安　井　友　梨（愛　知） 安　井　友　梨（愛　知）

オールジャパン･ボディフィッネス選手権大会

オールジャパン･フィットネスビキニ選手権大会
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カテゴリー ２０１６年 第21回 ２０１７年 第22回 ２０１８年 第23回 ２０１９年 第24回
ミ　　ス 菊　池　智　子（東　京）
メ ン ズ 高　田　     巖（東　京）

カテゴリー ２０１２年 第17回 ２０１３年 第18回 ２０１４年 第19回 ２０１５年 第20回
ミ　　ス 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 菊　池　智　子（東　京） 菊　池　智　子（東　京）
メ ン ズ 清 水　紘二郎（神奈川）

カテゴリー ２００８年 第13回 ２００９年 第14回 ２０１０年 第15回 ２０１１年 第16回
　160cm以下級 菊　池　智　子（大　阪） 成　岡　はるみ（東　京） 菊　池　智　子（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪）
　160cm超級 三　國　智　子（静　岡） 武　田　智　子（静　岡） 山　下　由　美（宮　城） 千　守　由　起（大　阪）

カテゴリー ２００４年 第9回 ２００５年 第10回 ２００６年 第11回 ２００７年 第12回
　160cm以下級 山 中　輝世子（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪） 望　月　朋　子（静　岡） 菊　池　智　子（大　阪）
　160cm超級 中　村　静　香（宮　城） 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡）

カテゴリー ２０００年 第5回 ２００１年 第6回 ２００２年 第7回 ２００３年 第8回
　160cm以下級 望　月　朋　子（静　岡） 望　月　朋　子（静　岡）
　160cm超級 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城）
　オーバーオール 山 中　輝世子（大　阪） 山 中　輝世子（大　阪）

カテゴリー １９９６年 第1回 １９９７年 第2回 １９９８年 第3回 １９９９年 第4回
　オーバーオール 齊　藤　　　 円（大　阪） 横 田　喜代美（宮　城） 横 田　喜代美（宮　城） 横 田　喜代美（宮　城）

オールジャパン･フィットネス選手権大会
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カテゴリー ２０１６年 第1回 ２０１７年 第2回 ２０１８年 第3回 ２０１９年 第4回
ボディフィットネス 斉 藤　有紀子（栃　木）
フィットネスビキニ 三 船　麻里子（東　京）
メンズフィジーク 長谷川　浩 久（大　阪）

ＳＰＯＲＴＥＣ　ＣＵＰ
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カテゴリー ２０１６年 第16回 ２０１７年 第17回 ２０１８年 第18回 ２０１９年 第19回
 158cm以下級 矢 野　かずみ（東　京）
 163cm以下級 加　藤　明　子（東　京）
 163cm超級 戸　澤　 ま　り（埼　玉）
 50才以上級 打　海　淳　子（広　島）
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 矢 野　かずみ（東　京）

カテゴリー ２０１２年 第12回 ２０１３年 第13回 ２０１４年 第14回 ２０１５年 第15回
 158cm以下級 長　島　雅　子（埼　玉） 三 船　麻里子(東　京) 井　上　けい子（静　岡） 山　田　朝　美（静　岡）
 163cm以下級 深　田　真　未（愛　知） 太 田　美貴子(京　都) 菅　原　 ジョイ（東　京） 鎗　田　美　樹（東　京）
 163cm超級 高 栄　佐規子（兵　庫） 野　田　真　奈(大　阪) 五　井　由　美（宮　城） 平 井　和歌子（埼　玉）
 50才以上級 丹　羽　裕　子（京　都） 水　野　文　江(愛　知) 乃　村　幸　子（大　阪） 内　海　淳　子（広　島）
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 高 栄　佐規子（兵　庫） 井　上　けい子（静　岡） 山　田　朝　美（静　岡）

カテゴリー ２００９年 第9回 ２０１０年 第10回 ２０１１年 第11回
 158cm以下級 伊　藤　志　江（愛　知）
 158cm超級 山　崎　志　保（東　京）
 160cm以下級 土 門　真理子（宮　城） 土 門　真理子(宮　城)
 164cm以下級 丹　羽　裕　子（京　都） 大　内　和　子(神奈川)
 164cm超級 渡　部　しのぶ（千　葉） 安　藤　淑　子(愛　知)
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 渡　部　しのぶ（千　葉） 安　藤　淑　子(愛　知)

カテゴリー ２００５年 第5回 ２００６年 第6回 ２００７年 第7回 ２００８年 第8回
 158cm以下級 田上 Ｐａｒｋｅｒ 真江（埼玉） 成　岡　はるみ（千　葉） 三　浦　ゆきこ(神奈川） 國府方　　　郁（東　京）
 158cm超級 中　村　静　香（宮　城） 千　守　由　紀（大　阪） 安　藤　淑　子（愛　知） 北　原　順　子（佐　賀）

カテゴリー ２００１年 第1回 ２００２年 第2回 ２００３年 第3回 ２００４年 第4回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 佐　京　麻　利（東　京） 佐　京　麻　利（東　京） 浜　田　　　  薫（　　　 ） 関　口　　　 泉（東　京）

カテゴリー ２０１６年 第24回 ２０１７年 第25回 ２０１８年 第26回 ２０１９年 第27回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 鈴　木　宏　子（社会人）

カテゴリー ２０１２年 第20回 ２０１３年 第21回 ２０１４年 第22回 ２０１５年 第23回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 間　部　曜　子(神奈川) 小　嶋　成　子(神奈川) 山　田　純　子（愛　知） 加　藤　文　子（愛　知）

カテゴリー ２００８年 第16回 ２００９年 第17回 ２０１０年 第18回 ２０１１年 第19回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 北　山　道　子（岡　山） 島 田　三佐子（東　京） 東　　　奈々子（東　京） 深　作　靖　子(東　京)

カテゴリー ２００５年 第13回 ２００６年 第14回 ２００７年 第15回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 佐々木 あゆみ（静　岡） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 宮　田　友　紀（埼　玉）

カテゴリー ２００１年 第9回 ２００２年 第10回 ２００３年 第11回 ２００４年 第12回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 辻　　　 紀　子（三　重） 今　村　直　子（大　阪） 高 橋　美恵子(社会人） 木　村　幸　子（大　阪）

カテゴリー １９９７年 第5回 １９９８年 第6回 １９９９年 第7回 ２０００年 第8回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 人　見　麗　子（東　京） メデル シャノン（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 榊　原　　　 歩（三　重）

カテゴリー １９９３年 第1回 １９９４年 第2回 １９９５年 第3回 １９９６年 第4回
 ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 樋　口　美　香（山　梨） 藤　森　ゆりか（大　阪） 小　川　朋　子（東　京） 福　田　かおり（東　京）

ミス２１健康美大会

日本女子チャレンジカップ選手権大会

日本女子新人ボディビル選手権大会
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