
２０１５年（61回） ２０１６年（62回） ２０１７年（63回） ２０１８年（64回） ２０１９年（65回）
開催日 10月12日(月) 10月2日(日)
開催地 東京/メルパルク東京 大阪/メルパルク大阪

１位 鈴　木　　　 雅（東　京） 鈴　木　     雅（東　京）

２位 合　戸　孝　二（静　岡） 田　代　     誠（東　京）

３位 田　代　　　誠（東　京） 須 山　翔太郎（東　京）

４位 須 山　翔太郎（東　京） 加　藤　直　之（神奈川）

５位 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　貴　規（東　京）

６位 須　江　正　尋（東　京） 山　口　     裕（埼　玉）

７位 加　藤　直　之（神奈川） 須　江　正　尋（東　京）

８位 佐　藤　茂　男（東　京） 髙　梨　圭　祐（東　京）

９位 木　澤　大　祐（愛　知） 木　澤　大　祐（愛　知）

10位 髙　梨　圭　祐（東　京） 林　     英　二（長　野）

11位 林　　　 英　二（長　野） 佐　藤　茂　男（東　京）

12位 山　口　　　 裕（埼　玉） 辻　田　     勲（大　阪）

２０１５年（33回） ２０１６年（34回） ２０１７年（35回） ２０１８年（36回） ２０１９年（37回）

１位 山野内　里 子（愛　知） 山野内　里 子（愛　知）

２位 大　澤　直　子（東　京） 大　澤　直　子（東　京）

３位 清 水　恵理子（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京）

４位 澤　田　めぐみ（東　京） 髙 原　佐知子（東　京）

５位 久　野　礼　子（東　京） 鈴　木　詠　子（東　京）

６位 山　田　純　子（愛　知） 宮　田　みゆき（東　京）

７位 佐 藤　美由紀（東　京） 中　村　静　香（東　京）

８位 橋　木　亜　季（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

９位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 久　野　礼　子（東　京）

10位 佐 藤　三佐子（東　京） 大 森　恵美子（東　京）

11位 愛　宕　珠　子（千　葉） 橋　木　亜　季（東　京）

12位 大 森　恵美子（東　京） 山　田　純　子（愛　知）

鈴　木　　　 雅（東　京） 鈴　木　　　 雅（東　京）

大　澤　直　子（東　京） 大　澤　直　子（東　京）

鈴　木　　　 雅（東　京） 鈴　木　　　 雅（東　京）

２０１０年（56回） ２０１１年（57回） ２０１２年（58回） ２０１３年（59回） ２０１４年（60回）
開催日 10月3日(月) 10月10日(月) 10月7日(日) 10月14日(月) 10月5日(日)
開催地 大阪/メルパルク大阪 東京/メルパルク東京 大阪/メルパルク大阪 東京/メルパルク東京 大阪/メルパルク大阪

１位 鈴　木　　　  雅（東　京） 鈴　木　　　  雅（東　京） 鈴　木　　　  雅（東　京） 鈴　木　      雅(東　京) 鈴　木　　　 雅（東　京）

２位 合　戸　孝　二（静　岡） 合　戸　孝　二（静　岡） 田　代　　　  誠（東　京） 田　代　      誠(東　京) 田　代　　　 誠（東　京）

３位 下　田　雅　人（社会人） 下　田　雅　人（社会人） 合　戸　孝　二（静　岡） 合　戸　孝　二(静　岡) 山　田　幸　浩（東　京）

４位 須　江　正　尋（東　京） 山　田　幸　浩（東　京） 山　田　幸　浩（東　京） 山　田　幸　浩(東　京) 合　戸　孝　二（静　岡）

５位 須 山　翔太郎（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 須 山　翔太郎（東　京） 須　江　正　尋(東　京) 須 山　翔太郎（東　京）

６位 木　澤　大　祐（愛　知） 谷　野　義　弘（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知） 須 山　翔太郎(東　京) 佐　藤　貴　規（東　京）

７位 山　田　幸　浩（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知） 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　貴　規(東　京) 須　江　正　尋（東　京）

８位 相　川　浩　一（東　京） 須 山　翔太郎（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 木　澤　大　祐(愛　知) 佐　藤　茂　男（東　京）

９位 谷　野　義　弘（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 加　藤　直　之(神奈川) 木　澤　大　祐（愛　知）

10位 林　　　 英　二（長　野） 近　藤　賢　司（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 相　川　浩　一(東　京) 林　　　 英　二（長　野）

11位 近　藤　賢　司（東　京） 髙　梨　圭　祐（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 佐　藤　茂　男(東　京) 加　藤　直　之（神奈川）

12位 井　上　　　 浩（大　阪） 林　　　 英　二（長　野） 近　藤　賢　司（東　京） 林　      英　二(長　野) 木 村　征一郎（大　阪）

２０１０年（28回） ２０１１年（29回） ２００１２（30回） ２０１３年（31回） ２０１４年（32回）

１位 今　村　直　子（大　阪） 山野内　里 子（愛　知） 今　村　直　子（大　阪） 山野内　里 子(愛　知) 山野内　里 子（愛　知）

２位 相　馬　貴　子（長　野） 今　村　直　子（大　阪） 清 水　恵理子（東　京） 清 水　恵理子(東　京) 清 水　恵理子（東　京）

３位 清 水　恵理子（東　京） 神　田　知　子（大　阪） 足　立　晃　子（東　京） 大　澤　直　子(東　京) 大　澤　直　子（東　京）

４位 惠　良　律　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 惠　良　律　子（東　京） 神　田　知　子(大　阪) 髙 原　佐知子（東　京）

５位 山野内　里 子（愛　知） 相　馬　貴　子（長　野） 髙 原　佐知子（東　京） 足　立　晃　子(東　京) 相　馬　貴　子（神奈川）

６位 足　立　晃　子（東　京） 佐々木 あゆみ（静　岡） 神　田　知　子（大　阪） 髙 原　佐知子(東　京) 澤　田　めぐみ（東　京）

７位 佐々木 あゆみ（静　岡） 惠　良　律　子（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 惠　良　律　子(東　京) 佐 藤　美由紀（東　京）

８位 石　澤　静　江（栃　木） 足　立　晃　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 久　野　礼　子(東　京) 惠　良　律　子（東　京）

９位 秋 山　加津美（大　阪） 水　間　詠　子（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 愛　宕　珠　子(千　葉) 足　立　晃　子（東　京）

10位 久　野　礼　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 廣　田　ゆ　み(愛　知) 久　野　礼　子（東　京）

11位 佐 藤　美由紀（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 田　中　久　美（東　京） 湯　澤　寿　枝(栃　木) 愛　宕　珠　子（千　葉）

12位 髙 原　佐知子（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 秋 山　千香子（東　京） 田　中　久　美(東　京) 種　村　みつき（愛　知）

鈴　木　      雅(東　京) 鈴　木　      雅（東　京)

大　澤　直　子(東　京) 大　澤　直　子（東　京）

田　代　      誠(東　京) 鈴　木　      雅（東　京)
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２００５年（51回） ２００６年（52回） ２００７年（53回） ２００８年（54回） ２００９年（55回）

開催日 10月2日(日) 10月1日(日) 10月8日(月) 10月5日(日) 10月12日(月)

開催地 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ 大阪/厚生年金会館 東京/日本青年館 大阪/厚生年金会館 東京/メルパルク東京

１位 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 合　戸　孝　二（静　岡） 合　戸　孝　二（静　岡）

２位 田　代　　　 誠（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 須　江　正　尋（東　京）

３位 谷　野　義　弘（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 下　田　雅　人(社会人）

４位 今　中　直　博（大　阪） 今　中　直　博（大　阪） 今　中　直　博（大　阪） 木　澤　大　祐（愛　知） 鈴　木　     雅（東　京）

５位 相　川　浩　一（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 下　田　雅　人（千　葉） 下　田　雅　人(社会人） 木　澤　大　祐（愛　知）

６位 木　澤　大　祐（愛　知） 木　澤　大　祐（愛　知） 木　澤　大　祐（愛　知） 今　中　直　博（大　阪） 谷　野　義　弘（東　京）

７位 近　藤　賢　司（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 鈴　木　     雅（東　京） 近　藤　賢　司（東　京）

８位 林　　　 英　二（長　野） 下　田　雅　人（千　葉） 鈴　木　　　 雅（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 須 山　翔太郎（東　京）

９位 山　本　昌　弘（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 須 山　翔太郎（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 相　川　浩　一（東　京）

10位 下　田　雅　人（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 中　武　克　雄（大　阪） 井　上　     浩（大　阪） 今　中　直　博（大　阪）

11位 井　上　　　 浩（大　阪） 鈴　木　　　 雅（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 中　武　克　雄（大　阪） 林　     英　二（長　野）

12位 鈴　木　　　 雅（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 片　川　　　 淳（山　口） 山　田　幸　浩（東　京） 井　上　     浩（大　阪）

２００５年（23回） ２００６年（24回） ２００７年（25回） ２００８年（26回） ２００９年（27回）

１位 西　本　朱　希（東　京） 西　本　朱　希（東　京） 西　本　朱　希（東　京） 西　本　朱　希（東　京） 西　本　朱　希（東　京）

２位 今　村　直　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 水　間　詠　子（東　京） 今　村　直　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪）

３位 秋 山　加津美（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 今　村　直　子（大　阪） 水　間　詠　子（東　京） 相　馬　貴　子（長　野）

４位 朝　生　記　子（埼　玉） 恵　良　律　子（東　京） 惠　良　律　子（東　京） 惠　良　律　子（東　京） 秋 山　加津美（大　阪）

５位 大　澤　直　子（東　京） 秋 山　加津美（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 惠　良　律　子（東　京）

６位 恵　良　律　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 佐々木　亜 紀（愛　知） 相　馬　貴　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

７位 佐々木　亜 紀（愛　知） 足　立　晃　子（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 大　澤　直　子（東　京） 足　立　晃　子（東　京）

８位 今　村　潤　子（大　阪） 天　童　あゆみ（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知） 足　立　晃　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京）

９位 水　野　浩　美（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知） 天　童　あゆみ（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 山野内　里 子（愛　知）

10位 杉 井　ますみ（東　京） 児 島　多賀子（大　阪） 石　澤　静　江（栃　木） 勝　　　あゆみ（三　重） 大　澤　直　子（東　京）

11位 榊 原　あゆみ（三　重） 佐 藤　美由紀（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 坂　本　涼　子（愛　知） 佐 藤　美由紀（東　京）

12位 足　立　晃　子（東　京） 水　野　浩　美（東　京） 相　馬　貴　子（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 天　童　あゆみ（東　京）

２０００年（46回） ２００１年（47回） ２００２年（48回） ２００３年（49回） ２００４年（50回）

開催日 10月15日 10月7日 10月13日 10月12日 10月10日

開催地 大阪/厚生年金会館 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ 大阪/厚生年金会館 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ 大阪/厚生年金会館

１位 谷　野　義　弘（東　京） 田　代　　　 誠（東　京） 田　代　　　 誠（東　京） 田　代　　　 誠（東　京） 田　代　　　 誠（東　京）

２位 合　戸　孝　二（静　岡） 山　岸　秀　匡（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡）

３位 山　岸　秀　匡（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 山　岸　秀　匡（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 須　江　正　尋（東　京）

４位 廣　田　俊　彦（愛　知） 相　川　浩　一（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 相　川　浩　一（東　京）

５位 津　田　　　 宏（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 近　藤　賢　司（東　京）

６位 近　藤　賢　司（東　京） 林　　　 久　司（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知）

７位 丸　川　　　 洋（岡　山） 新　井　弘　道(社会人） 近　藤　賢　司（東　京） 山　本　昌　弘（東　京） 下　田　雅　人（東　京）

８位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 山　本　昌　弘（東　京）

９位 井　上　　　 浩（大　阪） 津　田　　　 宏（東　京） 新　井　弘　道(社会人） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪）

10位 新　井　弘　道(社会人） 林　　　 英　二（長　野） 井　上　　　 浩（大　阪） 新　井　弘　道(社会人） 新　井　弘　道(社会人）

11位 村　松　幸　大（埼　玉） 村　松　幸　大（埼　玉） 津　田　　　 宏（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知）

12位 原 田　誠一郎（東　京） 岩 尾　雄一郎（大　阪） 林　　　 久　司（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 松 尾　隆太郎（東　京）

２０００年（18回） ２００１年（19回） ２００２年（20回） ２００３年（21回） ２００４年（22回）

１位 石　川　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 西　本　朱　希（東　京）

２位 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 神　田　知　子（大　阪）

３位 秋 山　加津美（大　阪） 水　間　詠　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

４位 朝　生　記　子（埼　玉） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 今　村　直　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪）

５位 水　野　浩　美（東　京） 佐々木　景 子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 秋 山　加津美（大　阪） 井　上　裕　子（大　阪）

６位 小　池　かおり（東　京） 秋 山　加津美（大　阪） 井　上　裕　子（大　阪） 野　間　晴　美（大　阪） 秋 山　和津美（大　阪）

７位 杉　井　ますみ（東　京） 水　野　浩　美（東　京） 佐々木　景 子（東　京） 井　上　裕　子（大　阪） 野　間　春　美（大　阪）

８位 佐々木　亜 紀（愛　知） 井　上　裕　子（大　阪） 鷲　山　美　紀（大　阪） 朝　生　記　子（埼　玉） 朝　生　記　子（埼　玉）

９位 白　岩　喜　子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 佐々木　亜 紀（愛　知） 佐々木　亜 紀（愛　知） 今　村　潤　子（大　阪）

10位 榊　原　　　 歩（三　重） 吉　良　明　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 足　立　晃　子（大　阪） 榊　原　　　 歩（三　重）

11位 足　立　晃　子（東　京） 山　端　晶　子（東　京） 大　橋　洋　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 大　澤　直　子（東　京）

12位 藤　井　まゆみ（岐　阜） 大　橋　洋　子（東　京） 児 島　多賀子（大　阪） 諏　訪　順　子(神奈川） 佐々木　亜 紀（愛　知）

男　子

女　子

日本ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

男　子

女　子
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１９９５年（41回） １９９６年（42回） １９９７年（43回） １９９８年（44回） １９９９年（45回）

開催日 10月7日･8日 10月13日 10月12日 10月11日 10月10日

開催地 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ 大阪/厚生年金会館 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ 大阪/サンケイホール 東京/江戸川文化ｾﾝﾀｰ

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）

２位 高　西　文　利（長　崎） 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 谷　野　義　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

３位 須　江　正　尋（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 田　代　　　 誠(鹿児島) 田　代　　　 誠(鹿児島)

４位 廣　田　俊　彦（愛　知） 朝　生　照　雄（埼　玉） 高　西　文　利（長　崎） 廣　田　俊　彦（愛　知） 合　戸　孝　二（静　岡）

５位 朝　生　照　雄（埼　玉） 山　中　　　 徹（大　阪） 朝　生　照　雄（埼　玉） 川　本　　　 勝（大　阪） 廣　田　俊　彦（愛　知）

６位 谷　野　義　弘（東　京） 高　西　文　利（長　崎） 津　田　　　宏（東　京） 石　崎　秀　二（東　京） 近　藤　賢　司（東　京）

７位 津　田　　　 宏（東　京） 石　崎　秀　二（東　京） 高　西　文　利（長　崎） 新　井　弘　道(社会人）

８位 大河原　久 典（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 丸　川　　　 洋（岡　山） 山　岸　秀　匡（東　京）

９位 川　本　　　 勝（大　阪） 上　野　克　彦（東　京） 新　井　弘　道(社会人） 津　田　　　 宏（東　京）

10位 末　永　和　政（大　阪） 新　井　弘　道(社会人） 近　藤　賢　司（東　京） 相　川　浩　一（東　京）

11位 菊　池　正　幸（宮　城） 内　藤　隆　之（山　梨） 川　口　千　晶（岡　山） 岩 尾　雄一郎（大　阪）

12位 小　島　良　司（埼　玉） 大河原　久 典（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉）

１９９５年（13回） １９９６（14回） １９９７年（15回） １９９８年（16回） １９９９年（17回）

１位 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 西　本　朱　希（東　京）

２位 大　垣　純　子（栃　木） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 水　間　詠　子（東　京）

３位 上　野　結　花（静　岡） 上　野　結　花（静　岡） 西　本　朱　希（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 石　川　祐　子（東　京）

４位 廣　田　ゆ　み（愛　知） 石　川　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

５位 石　川　祐　子（東　京） 浜　永　祐　子（東　京） 浜　永　祐　子（東　京） 日比野　朱 子（岐　阜） 朝　生　記　子（埼　玉）

６位 田　附　充　子（福　岡） 田　附　充　子（福　岡） 浅 見　由理香（東　京） 杉　井　ますみ（東　京） 水　野　浩　美（東　京）

７位 松 野　三重子（兵　庫） 日比野　珠 子（岐　阜） 水　野　浩　美（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡）

８位 浅 見　由理香（東　京） 水　野　浩　美（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 秋 山　加津美（大　阪）

９位 水　野　浩　美（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 浅 見　由理香（東　京） 野　間　春　美（大　阪）

10位 内 田　美紀子（東　京） 古　賀　瑞　穂（鳥　取） 竹 内　美千代(神奈川） 竹 内　美千代(神奈川）

11位 古　賀　瑞　穂（鳥　取） 竹 内　美千代(神奈川） 秋 山　加津美（大　阪） 杉　井　ますみ（東　京）

12位 小　泉　寿　枝（岡　山） 福　田　かおり（東　京） 藤　井　まゆみ（岐　阜） 足　立　晃　子（東　京）

１９９０年（36回） １９９１年（37回） １９９２年（38回） １９９３年（39回） １９９４年（40回）

開催日 10月7日 10月13日 10月11日 10月11日 10月9日

開催地 大阪/サンケイホール 東京/五反田ゆうぽうと 大阪/サンケイホール 東京/中野サンプラザ 大阪/サンケイホール

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）

２位 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 朝　生　照　雄（埼　玉） 高　西　文　利（長　崎） 朝　生　照　雄（埼　玉）

３位 新　井　弘　道（群　馬） 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 廣　田　俊　彦（愛　知） 高　西　文　利（長　崎）

４位 廣　田　俊　彦（愛　知） 新　井　弘　道（群　馬） 高　西　文　利（長　崎） 朝　生　照　雄（埼　玉） 廣　田　俊　彦（愛　知）

５位 岡　本　正　信(神奈川） 高　西　文　利（長　崎） 大河原　久 典（東　京） 新　井　弘　道（群　馬） 吉　田　真　人(神奈川）

６位 大河原　久 典（東　京） 大河原　久 典（東　京） 岡　本　正　信(神奈川） 大河原　久 典（東　京） 大河原　久 典（東　京）

７位 上　沢　久　志（東　京） 中　村　勝　美（宮　城） 須　江　正　尋（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

８位 鶴　田　和　一（東　京） 吉　田　真　人(神奈川） 渡　辺　　　 茂（東　京） 山　本　義　徳（東　京）

９位 岡　本　正　信(神奈川） 末　永　和　政（大　阪） 吉　田　真　人(神奈川） 山　中　　　 徹（大　阪）

10位 山 田　新五郎（東　京） 有　賀　誠　司（東　京） 小役丸　　　弘（福　岡） 中　村　勝　美（宮　城）

11位 須　江　正　尋（東　京） 菊　池　正　幸（宮　城） 有　賀　誠　司（東　京） 難　波　文　義（三　重）

12位 渡　辺　　　 茂（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 菊　池　正　幸（宮　城）

１９９０年（８回） １９９１年（９回） １９９２年（10回） １９９３年（11回） １９９４年（12回）

１位 木　村　孝　子（東　京） 高　橋　明　美(神奈川） 松　本　俊　子（東　京） 大　垣　純　子（栃　木） 水　間　詠　子（東　京）

２位 須　藤　 ゆ　き（東　京） 大　垣　純　子（栃　木） 神 田　美栄子（福　岡） 清　　　 結　花（静　岡） 上　野　結　花（静　岡）

３位 橋　本　貴　子（東　京） 山 本　奈美子（東　京） 橿　棒　幸　子（東　京） 神 田　美栄子（福　岡） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

４位 松 野　三重子（大　阪） 橋　本　貴　子（東　京） 松 野　三重子（大　阪） 松　本　俊　子（東　京） 神 田　美栄子（福　岡）

５位 後 藤　多賀子（静　岡） 朝　生　記　子（埼　玉） 清　　　結　花（静　岡） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 松 野　三重子（大　阪）

６位 山 本　奈美子（東　京） 松 野　三重子（大　阪） 山 本　奈美子（東　京） 松 野　三重子（大　阪） 田　附　充　子（福　岡）

７位 内 田　美紀子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 水　間　詠　子（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡）

８位 後 藤　多賀子（静　岡） 後 藤　多賀子（静　岡） 荒　川　純　子（栃　木） 浅 見　由理香（東　京）

９位 岡　本　久　子(神奈川） 白　岩　喜　子（東　京） 橿　棒　幸　子（東　京） 古　賀　瑞　穂（鳥　取）

10位 橿　棒　幸　子（東　京） 樋　爪　雅　子（大　阪） 浜　永　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京）

11位 神 田　美栄子（福　岡） 富　浦　ひとみ（福　岡） 石　川　祐　子（東　京） 阿　部　ゆい子（東　京）

12位 高　橋　洋　子（新　潟） 恵　良　律　子（大　分） 高　橋　洋　子（新　潟） 樋　口　美　香（山　梨）

女　子

男　子

男　子

女　子

日本ボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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１９８５年（31回） １９８６年（32回） １９８７年（33回） １９８８年（34回） １９８９年（35回）

開催日 10月12日 10月 　日 10月18日 9月25日 10月29日

開催地 東京/中野公会堂・読売ホール 大阪/南御堂会館 東京/有楽町読売ホール 大阪/毎日ホール 東京/日比谷公会堂

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 朝　生　照　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）

２位 松　原　　　 博（大　阪） 野　沢　正　臣（大　阪） 菊　池　正　幸（宮　城） 岡　本　正　信(神奈川） 朝　生　照　雄（埼　玉）

３位 朝　生　照　雄（東　京） 松　原　　　 博（大　阪） 岡　本　正　信(神奈川） 鶴　田　和　一（東　京） 岡　本　正　信(神奈川）

４位 宮　畑　　　 豊（東　京） 岡　本　正　信(神奈川） 榎　本　正　司（埼　玉） 松　原　　　 博（大　阪） 鶴　田　和　一（東　京）

５位 井 口　吉美智（東　京） 新　井　弘　道（新　潟） 新　井　弘　道（新　潟） 菊　地　正　幸（宮　城） 菊　地　正　幸（宮　城）

６位 押　方　兼　二（兵　庫） 大河原　久 典（東　京） 大河原　久 典（東　京） 大河原　久 典（東　京） 大河原　久 典（東　京）

７位 新　井　弘　道（新　潟） 宮　畑　　　 豊（東　京） 高　西　文　利（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 榎　本　正　司（埼　玉）

８位 川　上　昭　雄（東　京） 菊　池　正　幸（宮　城） 大　谷　浩　司（京　都） 青　野　隆　宏（大　阪） 渡　辺　　　 茂（東　京）

９位 白　坂　義　夫(神奈川） 青　野　隆　広（大　阪） 川　上　昭　雄（東　京） 川　上　昭　雄（東　京） 松　原　　　 博（大　阪）

10位 北　村　克　巳（東　京） 森　本　　　 潔（大　阪） 島　袋　正　和（沖　縄） 大　谷　浩　司（京　都） 廣　田　俊　彦（愛　知）

11位 岩　間　　　 勧（東　京） 川　上　昭　雄（東　京） 後　藤　裕　巳(実業団） 比　嘉　正　達（沖　縄） 大　谷　浩　司（京　都）

12位 菊　池　正　幸（宮　城） 鶴　田　和　一（東　京） 宮　畑　　　  豊（東　京） 新　井　弘　道（新　潟） 上　沢　久　志（青　森）

１９８５年（３回） １９８６年（４回） １９８７年（５回） １９８８年（６回） １９８９年（７回）

１位 安　藤　寛　子（東　京） 大　垣　純　子（栃　木） 遠　藤　文　恵（東　京） 長谷川　尚 子（東　京） 大　垣　純　子（栃　木）

２位 飯　島　ゆりえ（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京） 大　垣　純　子（栃　木） 松　本　明　美(神奈川） 秋　山　珠　美（東　京）

３位 大　垣　純　子（栃　木） 遠　藤　文　恵（宮　崎） 長谷川　尚 子（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京）

４位 須　藤　 ゆ　き（東　京） 長谷川　尚 子（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京） 大　島　ひろみ（東　京） 大　島　ひろみ（東　京）

５位 遠　藤　文　恵（宮　崎） 大　島　ひろみ（東　京） 中　尾　和　子（京　都） 松 野　三重子（大　阪） 木　村　孝　子（東　京）

６位 神 田　美栄子（福　岡） 中　尾　和　子（京　都） 松　本　俊　子（東　京） 松　本　俊　子（東　京） 橋　本　貴　子（東　京）

７位 長谷川　尚 子（東　京） 三　上　直　子（東　京） 橋　本　貴　子（東　京） 市　川　　　 櫻（東　京） 松 野　三重子（大　阪）

８位 中　尾　和　子（京　都） 松 野　三重子（大　阪） 市　川　　　 櫻（東　京） 橋　本　貴　子（東　京） 松　本　俊　子（東　京）

９位 大  島　ひろみ（東　京） 松　本　俊　子（東　京） 西　尾　慶　子（東　京） 伏　見　美恵子（埼　玉） 太 田　みつ子（東　京）

10位 斉　藤　玉　恵（東　京） 橋　本　貴　子（東　京） 荒　木　真　弓（京　都） 岡　本　久　子(神奈川） 岡　本　久　子(神奈川）

11位 谷　本　相　子（京　都） 山　下　栄　子（大　阪） 神 田　美恵子（福　岡） 神 田　美栄子（福　岡） 大　木　英　子（埼　玉）

12位 岡　本　久　子(神奈川） 岡　本　久　子(神奈川） 岡　本　久　子(神奈川） 後 藤　多賀子（静　岡）

１９８０年（26回） １９８１年（27回） １９８２年（28回） １９８３年（29回） １９８４年（30回）

開催日 9月28日 11月1日 9月4日 10月16日 10月14日

開催地 大阪/高島屋ﾛｰｽﾞﾎｰﾙ 東京/有楽町読売ホール 大阪/高島屋ﾛｰｽﾞﾎｰﾙ 東京/有楽町読売ホール 大阪/南御堂会館

１位 朝　生　照　雄（東　京） 石　井　直　方（東　京） 小　山　裕　史（鳥　取） 石　井　直　方（東　京） 小　山　裕　史（鳥　取）

２位 石　井　直　方（東　京） 宮　畑　　　 豊（東　京） 朝　生　照　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）

３位 長 宗　五十夫（兵　庫） 朝　生　照　雄（東　京） 粟　井　直　樹（岡　山） 朝　生　照　雄（東　京） 松　原　　　 博（大　阪）

４位 金　城　正　秀（沖　縄） 粟　井　直　樹（岡　山） 宮　畑　　　 豊（東　京） 宮　畑　　　 豊（東　京） 野　沢　正　臣（大　阪）

５位 粟　井　直　樹（岡　山） 奥　田　孝　美（広　島） 奥　田　孝　美（広　島） 粟　井　直　樹（岡　山） 宮　畑　　　 豊（東　京）

６位 塚　本　猛　義（大　阪） 小　山　祐　史（大　阪） 松　原　　　 博（大　阪） 松　原　　　 博（大　阪） 粟　井　直　樹（岡　山）

７位 ≪総　合≫ 白　田　　　 稔（東　京） 押　方　兼　二（兵　庫） 押　方　兼　二（大　阪） 塚　本　猛　義（大　阪）

７位 金　城　正　秀（沖　縄） 塚　本　猛　義（大　阪） 比　嘉　盛　達（沖　縄） 押　方　兼　二（大　阪）

７位 塚　本　猛　義（大　阪） 川　上　昭　雄（東　京） 塚　本　猛　義（大　阪） 井 口　吉美智（東　京）

７位 関　口　敏　夫（栃　木） 広　田　俊　彦（愛　知） 川　上　昭　雄（東　京） 菊　池　正　幸（宮　城）

７位 東海林　　　徹（兵　庫） 高　西　文　利（東　京） 野　沢　正　臣（大　阪） 川　上　昭　雄（東　京）

７位 後　藤　裕　己(神奈川） 比　嘉　正　達（沖　縄） 廣　田　俊　彦（愛　知） 臼　井　オサム（東　京）

≪クラスⅠ≫ 〔１位～12位〕 〔１位～12位〕

1位 朝　生　照　雄（東　京） 女　　子 １９８３年（１回） １９８４年（２回）

2位 長 宗　五十夫（兵　庫） １位　 中　尾　和　子（京　都） 北 沢　磨佐美（大　阪）

3位 金　城　正　秀（沖　縄） ２位　 加 藤　久美子（東　京） 大　垣　純　子（栃　木）

4位 宮　畑　　　 豊（東　京） ３位　 大　垣　純　子（栃　木） 中　尾　和　子（京　都）

5位 関　口　敏　夫（栃　木） ４位　 粟　井　幸　子（岡　山） 飯　島　ゆりえ（東　京）

6位 東海林　　　徹（兵　庫） ５位　 須　藤　 ゆ　き（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京）

≪クラスⅡ≫ ６位　 中　村　美　也（京　都） 島　田　成　子（東　京）

1位 石　井　直　方（東　京） ７位　 北 沢　麿佐美（大　阪） 中　村　美　也（京　都）

2位 塚　本　猛　義（大　阪） ８位　 三　角　しのぶ（大　阪） 粟　井　幸　子（岡　山）

3位 粟　井　直　樹（岡　山） ９位　 島　田　成　子（東　京） 神 田　美栄子（福　岡）

4位 小　山　祐　史（鳥　取） 10位　 飯　島　ゆりえ（東　京） 長　森　富　子（　 　　）

5位 佐　藤　啓　治（東　京） 11位　 北　村　知　恵（京　都） 植　村　純　子（　 　　）

6位 山　崎　義　夫（愛　知） 12位　 人　見　洋　子（岡　山） 片  桐　ひろ子（　 　　）

男　子

女　子

男　子
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１９７５年（21回） １９７６年（22回） １９７７年（23回） １９７８年（24回） １９７９年（25回）

開催日 11月24日 10月10日 10月9日 10月1日 12月2日

開催地 東京/神田共立講堂 大阪/毎日ホール 東京/有楽町読売ホール 大阪/高島屋ﾛｰｽﾞﾎｰﾙ 東京/九段会館

１位 榎　本　正　司（東　京） 須　藤　孝　三（三　重） 奥　田　孝　美（広　島） 知　名　定　勝（沖　縄） 長 宗　五十夫（兵　庫）

２位 奥　田　孝　美（広　島） 奥　田　孝　美（広　島） 須　藤　孝　三（三　重） 石 神　日出喜（兵　庫） 朝　生　照　雄（東　京）

３位 石　神　日出喜（兵　庫） 石 神　日出喜（兵　庫） 石　神　日出喜（兵　庫） 長 宗　五十夫（兵　庫） 宮　畑　　　 豊（東　京）

４位 木　本　五　郎（大　阪） 宮　畑　　　 豊（東　京） 知　名　定　勝（沖　縄） 宮　畑　　　 豊（東　京） 塚　本　猛　義（大　阪）

５位 糸　崎　大　三（石　川） 長 宗　五十夫（兵　庫） 宮　畑　　　 豊（東　京） 野　崎　清　重（富　山） 石　井　直　方（東　京）

６位 長 宗　五十夫（兵　庫） 糸　崎　大　三（石　川） 長 宗　五十夫（兵　庫） 朝　生　照　雄（東　京） 金　城　正　秀（沖　縄）

７位 野　崎　清　重（富　山） 知　名　定　勝（沖　縄） 野　崎　清　重（富　山） 福　島　一　則（群　馬） ≪総　合≫

７位 知　名　定　勝（沖　縄） 奥　瀬　昭　雄（福　島） 奥　瀬　昭　雄（福　島） 粟　井　直　樹（岡　山）

７位 東海林　　　徹（兵　庫） 牧 島　進一郎（福　岡） 東海林　　　徹（兵　庫） 塚　本　猛　義（大　阪）

７位 牧 島　進一郎（福　岡） 鉾之原　　　尚（大　阪） 朝　生　照　雄（東　京） 梅　村　輝　雄（愛　知）

７位 宮　畑　　　 豊（東　京） 六本木　　　昇（東　京） 塚　本　猛　義（大　阪） 石　黒　一　広(北海道)

７位 塚　本　猛　義（大　阪） 福　島　一　則（群　馬） 福　島　一　則（群　馬） 鈴　木　貫　一（静　岡）

≪クラスⅠ≫

1位 長 宗　五十夫（兵　庫）

2位 朝　生　照　雄（東　京）

3位 宮　畑　　　 豊（東　京）

4位 野　崎　清　重（富　山）

5位 金　城　正　秀（沖　縄）

6位 奥　瀬　昭　雄（福　島）

≪クラスⅡ≫

1位 塚　本　猛　義（大　阪）

2位 石　井　直　方（東　京）

3位 福　島　一　則（群　馬）

4位 粟　井　直　樹（岡　山）

5位 小　山　祐　史（鳥　取）

6位 上　原　隆　一（東　京）

１９７０年（16回） １９７１年（17回） １９７２年（18回） １９７３年（19回） １９７４年（20回）

開催日 10月3日 10月9日 10月22日 10月21日 10月5日

開催地 大阪/毎日ホール 東京/神田共立講堂 大阪/毎日ホール 東京/神田共立講堂 大阪/毎日ホール

１位 武　本　蒼　岳（大　阪） 末　光　健　一（東　京） 杉　田　　　 茂（大　阪） 宇　戸　信　一（広　島） 須　藤　孝　三（三　重）

２位 末　光　健　一（東　京） 杉　田　　　 茂（大　阪） 石 神　日出喜（兵　庫） 須　藤　孝　三（三　重） 石 神　日出喜（兵　庫）

３位 杉　田　　　 茂（大　阪） 石 神　日出喜（兵　庫） 金　澤　利　翼（広　島） 糸　崎　大　三（石　川） 糸　崎　大　三（石　川）

４位 宮　本　　　 皜（福　岡） 重　村　　　 洵（東　京） 須　藤　孝　三（三　重） 長 宗　五十夫（兵　庫） 榎　本　正　司（埼　玉）

５位 小　島　一　夫（東　京） 須　藤　孝　三（三　重） 宇　土　信　一（広　島） 加　藤　一　男（東　京） 奥　田　孝　美（広　島）

６位 重　村　　　 洵（大　阪） 水　上　　　 彪（東　京） 小　沢　幸　夫（東　京） 知　名　定　勝（沖　縄） 長 宗　五十夫（兵　庫）

７位 徳　弘　　　 敏（大　阪） 宇　土　信　一（広　島） 長谷川　　　功（東　京） 宮　畑　　　 豊（東　京） 知　名　定　勝（沖　縄）

８位 宇　土　信　一（広　島） 木　本　五　郎（大　阪） 木　本　五　郎（大　阪） 荒　木　健　一（大　阪） 野　崎　清　重（富　山）

９位 佐　藤　大　機（千　葉） 小斉平　　　豊(鹿児島) 水　上　　　 彪（千　葉） 塚　本　猛　義（大　阪） 木　本　五　郎（大　阪）

10位 石 神　日出喜（兵　庫） 糸　崎　大　三（石　川） 坪　井　善　司（東　京） 山　部　　　 正（兵　庫） 古 谷　喜久雄（東　京）

11位 中　尾　尚　志（京　都） 大　石　秀　夫（静　岡） 糸　崎　大　三（石　川） 野　崎　清　重（富　山） 宮　畑　　　 豊（東　京）

12位 木　本　五　郎（大　阪） 佐　藤　大　機（千　葉） 小　先　秀　雪（広　島） 石　川　長　男(神奈川） 寺　川　和　昭(実業団）

１位 杉　田　　　 茂（大　阪） 〔７位以下は全員７位〕 〔７位以下は全員７位〕 〔７位以下は全員７位〕 塚　本　猛　義（大　阪）

２位 小　島　一　夫（東　京） 〔７位以下は全員７位〕

３位 重　村　　　洵（大　阪）

１位 武　本　蒼　岳（大　阪）

２位 末　光　健　一（東　京）

３位 宮　本　　　 皜（福　岡）

男　子

男　子
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１９６５年（11回） １９６６年（12回） １９６７年（13回） １９６８年（14回） １９６９年（15回）

開催日 9月 　日 11月26日 11月5日 9月29日 10月10日

開催地 東京/三越劇場 東京/日比谷公会堂 東京/日比谷公会堂 滋賀/琵琶湖博覧会会場 東京/神田共立講堂

１位 多 和　昭之進（東　京） 遠　藤　光　男（東　京） 小　笹　和　俊（福　岡） 吉　田　　　実（東　京） 吉　村　太　一（大　阪）

２位 小　笹　和　俊（福　岡） 後　藤　武　雄（東　京） 武　本　宣　雄（大　阪） 吉　村　太　一（大　阪） 小　沢　幸　夫（東　京）

３位 遠　藤　光　男（東　京） 中　村　鉄　郎(神奈川） 後　藤　武　雄（東　京） 中　尾　尚　志（京　都） 宮　本　　　 皜（福　岡）

４位 小　林　　　 淳（栃　木） 中　村　鉄　郎(神奈川） 重　村　　　 洵（大　阪） 中　尾　尚　志（京　都）

５位 中　村　鉄　郎(神奈川） 小斎平　　　豊（兵　庫） 小　林　　　 淳(栃　木） 東　　　　　　勝（三　重） 杉　田　　　 茂（大　阪）

６位 鈴　木　正　広（東　京） 石　山　和　彦（　　　　） 東　　　　　　勝（三　重） 後　藤　武　雄（東　京） 重　村　　　 洵（大　阪）

７位 鈴　木　正　広（東　京） 杉　田　　　 茂（大　阪） 武　本　蒼　岳（大　阪）

８位 海　野　久　男（静　岡） 徳　弘　　　 敏（大　阪） 末　光　健　一（東　京）

９位 重　村　　　 洵（大　阪） 宮　畑　　　 豊（大　阪） 横　塚　辰　雄(実業団）

10位 徳　弘　　　 敏（大　阪） 飯　富　幸　夫 (東  京） 小　林　　　 淳（栃　木）

11位 吉　村　太　一（大　阪） 海　野　久　男（静　岡） 小　滑　　　 彪（栃　木）

12位 市　丸　輝　男（福　岡） 小　沢　幸　夫（東　京） 後　藤　武　雄（東　京）

１位 後　藤　武　雄（東　京） 武　本　蒼　岳（大　阪）

２位 海　野　久　男（静　岡） 末　光　健　一（東　京）

３位 宮　畑　　　  豊（大　阪） 小　林　　　 淳（栃　木）

１位 吉　村　太　一（大　阪） 吉　村　太　一（大　阪）

２位 吉　田　　　 実（東　京） 小　沢　幸　夫（東　京）

３位 東　　　　　　勝（三　重） 中　尾　尚　志（京　都）

１９６０年（６回） １９６１年（７回） １９６２年（８回） １９６３年（９回） １９６４年（10回）

開催日 月 　日 9月23日 11月24日 月 　 日 10月17日

開催地 東京/三越デパート屋上 東京/三越デパート屋上 東京/三越デパート屋上 東京/三越デパート屋上 東京/三越デパート屋上

１位 金　澤　利　翼（広　島） 土　門　義　信（東　京） 名　塚　　　 進（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 梯　　　 政　治（大　阪）

２位 土　門　義　信（東　京） 名　塚　　　 進（東　京） 梯　　　 政　治（大　阪） 梯　　　 政　治（大　阪） 金　澤　利　翼（広　島）

３位 中　条　兵　三（東　京） 中　条　兵　三（東　京） 小　泉　信　雄（東　京） 竹　内　　　 威（東　京） 多 和　昭之進（東　京）

４位 遠　藤　光　男（東　京）

１９５５年（１回） １９５６年（２回） １９５７年（３回） １９５８年（４回） １９５９年（５回）

開催日 2月14日 10月13日 8月4日 8月9日 月 　日

開催地 東京/神田共立講堂 東京/日比谷公園大音楽堂 神奈川/片瀬江ノ島海岸 神奈川/片瀬江ノ島海岸 神奈川/大磯ロングビーチ

１位 中大路　和 彦（東　京） 広　瀬　一　郎（東　京） 宇　土　成　達（　　　　） 矢 沢　正太郎（　　　　） 竹　内　　　 威（東　京）

２位 杉 浦　清太郎（東　京） 宇　土　成　達（　　　　） 矢 沢　正太郎（　　　　） 竹　内　　　 威（東　京） 金　澤　利　翼（広　島）

３位 広　瀬　一　郎（東　京） 久　保　　　 浩（　　　　） 竹　内　　　 威（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 土　門　義　信（東　京）

４位 染　矢　文　武（　　　　） 鈴　木　邦　久（　　　　） 土　門　信　義（東　京）

５位 金　子　　　 聡（　　　　） 木　村　　　 均（　　　　） Ｅ・Ｒ・ローリー（　　　　）

６位 井　田　浩　史（　　　　） 竹　内　　　 威（東　京）

男　子

（ショートマンの部）

（トールマンの部）

男　子

男　子

日本ボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 ２０１２年（24回）男子 ２０１３年（25回）男子 ２０１４年（26回）男子 ２０１５年（27回）男子 ２０１６年（28回）男子

１位 竹　内　大　生（鳥　取） 村　上　勝　英(大　阪) 河　勝　雅　行（京　都） 原　田　大　智（広　島） 横　川　尚　隆（東　京）

２位 三　好　達　朗（香　川） 班　目　陽　一(東　京) 黒 木　健太郎（長　野） 市　川　悠　道（東　京） 黒　川　宏　太（岡　山）

３位 村　上　勝　英（大　阪） 池口　翔ヘンリ(茨　城) 吉　永　雄　哉（東　京） 立　野　智　宏（福　岡） 森　原　達　之（長　野）

４位 班　目　陽　一（東　京） 西　本　祐　也(岡　山) 堀　内　亮　一（鹿児島） 鈴　木　裕　太（千　葉） 立　野　智　宏（福　岡）

５位 西　本　祐　也（岡　山） 柴　崎　吉　識(埼　玉) 山　本　龍　哉（愛　媛） 天　願　浩　也（沖　縄） 相　澤　隼　人（神奈川）

６位 池口　翔ヘンリ（茨　城） 梅　村　将　斗(長　野) 山　口　　　 司（東　京） 髙　木　紀　義（静　岡） 原　田　大　智（広　島）

７位 黒 木　健太郎（長　野） 吉　永　雄　哉(東　京) 林　　　　　  巧（愛　知） 吉　田　　　 豪（東　京） 草　野　亜　基（岡　山）

８位 兵　頭　祐　樹（埼　玉） 原　田　大　智(福　岡) 金　本　研　一（栃　木） 相　澤　隼　人（神奈川） 柿　沼　奨　真（東　京）

９位 前　田　和　臣（大　阪） 市　川　悠　道(東　京) 森　原　達　之（長　野） 原　口　将　成（東　京） 荒　川　翔　哉（三　重）

10位 吉　本　     礼（大　阪） 金　本　研　一(栃　木) 原　田　大　智（福　岡） 吉　永　雄　哉（東　京） 松　岡　洋　輝（広　島）

11位 金　本　研　一（栃　木） 小　林　     大(神奈川) 角　田　斗　磨（青　森） 荒　川　翔　哉（三　重） 東　     将　治（福　岡）

12位 伊　藤　悠　斗（山　口） 鈴　木　裕　太(千　葉) 竹之内　将 慶（栃　木） 片　岡　宏　樹（兵　庫） 清　水　友　介（東　京）

順位 ２００７年（19回）男子 ２００８年（20回）男子 ２００９年（21回）男子 ２０１０年（22回）男子 ２０１１年（23回）男子

１位 國　井　裕　平（宮　城） 國　井　裕　平（宮　城） 染　川　雄　祐（大　阪） 國　井　裕　平(宮　城) 竹　内　大　生(東　京)

２位 尾　形　遼　太（宮　城）  小野山　大 貴（愛　知） 國　井　裕　平（宮　城） 岡　田　勝　成(東　京) 三　好　達　朗(香　川)

３位 依　田　和　也（東　京） 染　川　雄　祐（大　阪） 岡　田　勝　成（東　京） 竹　内　大　生(東　京) 小　出　和　史(長　野)

４位 山　田　雄　士（東　京） 薊　     優　希（東　京） 松　本　雅　俊（栃　木） 三　好　達　朗(香　川) 班　目　陽　一(東　京)

５位 坂　本　純　宏（群　馬） 依　田　和　也（東　京） 市　村　直　毅（東　京） 松　本　雅　俊(栃　木) 茂出木　一 真(埼　玉)

６位 鈴　木　大　貴（愛　知） 大　野　優　介（東　京） 新井野　浩 司（東　京） 斑　目　陽　一(東　京) 遠　藤　勝　弥(静　岡)

７位 福　島　勇　輝（静　岡） 福　嶋　亮　太（宮　城） 小　海　     智(神奈川） 西　本　祐　也(岡　山) 西　本　祐　也(岡　山)

８位 中　島　　　 健（東　京） 竹　内　大　生（鳥　取） 西　本　祐　也（岡　山） 河　勝　雅　行(奈　良) 神　崎　吉　之(神奈川)

９位 八十島　正 光（京　都） 後　藤　達　朗（東　京） 山　田　貴　泰（愛　知） 金　本　研　一(栃　木) 柴　崎　吉　識(埼　玉)

10位 後　藤　達　朗（東　京） 山　本　邦　彦（岡　山） 佐　藤　純　吾(神奈川） 深　井　洋　輔(愛　知) 中曽根　源 太(群　馬)

11位 高　瀬　恵　介（愛　知） 宮　岡　公　平（東　京） 上　原　雄　希（埼　玉） 西　本　隆　志(奈　良) 畑　山　     翔(大　阪)

12位 三　上　　　 亮（群　馬） 茂出木　一 真（埼　玉） 柴　崎　吉　識（埼　玉） 篠　崎　祐　輔(埼　玉) 田　口　智　也(愛　知)

順位 ２００２年（14回）男子 ２００３年（15回）男子 ２００４年（16回）男子 ２００５年（17回）男子 ２００６年（18回）男子

１位 西　谷　勇　一(神奈川） 青　山　　　 聖（千　葉） 新　居　大　輔（香　川） 神　崎　真　宜（東　京） 清　水　契　輔（東　京）

２位 渡　辺　泰　啓（東　京） 清　水　契　輔（茨　城） 小山田　吉 智（宮　城） 福　島　勇　輝（静　岡） 川　俣　憲　司（佐　賀）

３位 新　居　大　輔（香　川） 平　木　天　平(神奈川） 萩　原　啓　太（東　京） 宮　川　雅　寿（鳥　取） 國　井　裕　平（宮　城）

４位 大　森　穂　高（兵　庫） 小山田　吉 智（宮　城） 穴　沢　基　樹（新　潟） 福　島　勇　輝（静　岡）

５位 平　木　天　平(神奈川） 鷹　木　　　 信（東　京） 菅　原　隆　史（栃　木） 田　口　知　明（宮　城）

６位 呉　屋　敦　久（岡　山） 上　田　正　和（東　京） 岡　田　勝　成（埼　玉）

７位 福　島　勇　輝（静　岡） 小　島　直　太（埼　玉）

８位 坂　口　新　尚（鳥　取） 鈴　木　大　貴（愛　知）

９位 福　井　　　 豊（大　阪）

10位 高　瀬　恵　介（愛　知）

11位 佐　藤　純　吾（福　島）

12位 松　岡　　　 諒（東　京）

順位 １９９７年（9回）男子 １９９８年（10回）男子 １９９９年（11回）男子 ２０００年（12回）男子 ２００１年（13回）男子

１位 佐　藤　俊　充（東　京） 佐　藤　俊　充（東　京） 須 山　翔太郎（東　京） 水　野　友　広（愛　知） 松　尾　幸　作（福　岡）

２位 田 沼　健太郎（埼　玉） 亀 山　闘志也（岡　山） 斉　藤　尚　久（栃　木） 上　田　正　和（東　京）

３位 鎌　田　　　 優（東　京） 佐　野　宏　次（　　　　） 亀 山　闘志也（岡　山） 佐　藤　宗　彦(神奈川）

４位 栗　本　一　毅（京　都）

順位 １９９２年（4回）男子 １９９３年（5回）男子 １９９４年（6回）男子 １９９５年（7回）男子 １９９６年（8回）男子

１位 鉄　尾　浩　樹（京　都） 鳥　屋　健　吾（千　葉） 橋　本　光　規（東　京） 木　沢　大　祐（愛　知） 新居田　健 夫（大　阪）

２位 井　上　貴　幸（東　京） 平　林　康　之（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知） 大　沼　鉄　矢（　　　　） 田 沼　健太郎（埼　玉）

３位 小　川　典　秀（京　都） 畫　間　光　司（東　京） 平　　　 真　史（埼　玉） 寺　地　進　一（京　都） 佐　藤　俊　充（東　京）

４位 鳥　屋　健　吾（千　葉） 武　田　　　 修（千　葉） 高　寺　　　 隆(神奈川） 山　田　重　康（東　京）

５位 渡 辺　伸一郎(北海道) 橋　村　　　 成（東　京） 新　谷　道　洋（京　都） 寺　地　進　一（京　都）

６位 高　梨　圭　祐（東　京） 赤　澤　範　昭（広　島） 村　上　洋　之（東　京） 古　屋　正　貴（東　京）

順位 １９８９年（1回）男子 １９８９年（1回）女子 １９９０年（2回）男子 １９９０年（2回）女子 １９９１年（3回）男子

１位 仲　山　尚　志（栃　木） 上　田　和　美（京　都） 新　井　巧　一（東　京） 中　納　奈　美（京　都） 小　川　典　秀（京　都）

２位 丹　野　敦　史（東　京） 本 島　紀代美(神奈川） 井　上　博　紀（京　都） 三　藤　薫　子（埼　玉） 相　川　浩　一（東　京）

３位 守 屋　健一郎（東　京） 重　満　幸　治（東　京） 山　岡　功　昇（埼　玉）

４位 渡　辺　勝　成（新　潟） 佐　藤　マーク（東　京） 宮　本　　　 嵩（大　阪）

５位 中　野　史　郎(神奈川） 初　谷　知　泰（埼　玉） 高　木　　　 昇(神奈川）

６位 石　井　勝　利（千　葉） 佐　藤　晃　一（福　岡） 神　谷　智　宏（愛　知）

日本ジュニアボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 ２０１６年（11回） ２０１７年（12回） ２０１８年（13回） ２０１９年（14回） ２０２０年（15回）

１位 相　澤　隼　人（神奈川）

２位 東　     将　治（福　岡）

３位 岡　山　大　真（北海道）

４位 江 川　翔一朗（兵　庫）

５位 椎　名　拓　也（千　葉）

６位 都　築　悠　真（愛　知）

７位 榎　本　賢　児（埼　玉）

８位 藤　井　優　弥（兵　庫）

９位 南　條　     優（静　岡）

10位 岡　部　幸　輝（長　野）

11位 松　林　優　武（静　岡）

12位 衣 笠　龍之介（東　京）

順位 ２０１１年（6回） ２０１２年（7回） ２０１３年（8回） ２０１４年（9回） ２０１５年（10回）

１位 中曽根　源 太(群　馬) 金　本　研　一（栃　木） 鈴　木　友　也(愛　知) 山　本　龍　哉（愛　媛）

２位 畑　山　     翔(大　阪) 伊　藤　悠　斗（山　口） 小　川　拓　海(埼　玉) 林　　　　　  巧（愛　知）

３位 田　口　智　也(愛　知) 吉　田　     豪（東　京） 角　田　斗　磨(青　森) 角　田　斗　磨（青　森）

４位 金　本　研　一(栃　木) 伊　熊　公　一（静　岡） 佐　竹　優　典(埼　玉) 竹之内　将 慶（茨　城）

５位 牧　     義　史(京　都) 原　     元　春（福　岡） 青　木　宏　樹(群　馬) 田　村　豪　輝（東　京）

６位 伊　熊　公　一(静　岡) 古　川　豪　輝（大　阪） 岡　本　隆　矢(静　岡) 加　藤　翔　馬（愛　知）

７位 中　島　康　勝(愛　知) 福 盛　矢真人（京　都） 七　崎　駿　輝(青　森) 長谷川　隼 平（茨　城）

８位 伊　藤　理　樹（山　形） 成　田　舜　吾(青　森) 門　池　博　文（愛　知）

９位 村　上　     諒（愛　知） 奥　村　大　伸(大　阪) 藤　田　常　伸（徳　島）

10位 荒　木　     賢（三　重） 福　盛　矢真人(京　都) 上　田　聖　耶（愛　知）

11位 荻 野　紳太郎(東　京) 奥　村　大　伸（大　阪）

12位 佐　藤　穂　高(群　馬) 後　藤　隆　真（静　岡）

順位 ２００６年（1回） ２００７年（2回） ２００８年（3回） ２００９年（4回） ２０１０年（5回）

１位 國　井　裕　平（宮　城） 國　井　裕　平（宮　城） 竹　内　大　生（鳥　取） 西　本　祐　也（岡　山） 班　目　陽　一(東　京)

２位 岡　田　勝　成（埼　玉） 後　藤　達　朗（東　京） 山　本　邦　彦（岡　山） 上　原　雄　希（埼　玉） 河　勝　雅　行(奈　良)

３位 小　島　直　太（埼　玉） 櫻　井　徹　也（千　葉） 茂出木　一 真（埼　玉） 柴　崎　吉　識（埼　玉） 金　本　研　一(栃　木)

４位 鈴　木　大　貴（愛　知） 村　松　優　弥（静　岡） 南　雲　俊　紀（埼　玉） 守　時　     陣（岡　山） 西　本　隆　志(奈　良)

５位 高　瀬　恵　介（愛　知） 加　藤　大　喜（山　形） 柴　田　大　輔（岡　山） 渕　上　靖　貴（兵　庫） 杉　本　勇　磨(三　重)

６位 佐　藤　純　吾（福　島） 作　田　勇　樹（福　島） 茂出木　貴 紹（埼　玉） 杉　本　勇　磨（三　重）

７位 松　岡　　　 諒（東　京） 三　好　達　朗（香　川） 杉　本　勇　磨（三　重）

８位 田　代　直　紀(神奈川） 高　橋　祐　太（山　形）

９位 窪　塚　　　 佑（千　葉） 白　岩　航　輔（京　都）

10位 加　藤　大　喜（山　形） 藤　田　　　 力(神奈川）

11位 中　津　考　雅（栃　木）

12位 岡　本　一　成（埼　玉）

全国高等学校ボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子40才以上級 男子50才70kg以下級 男子50才70kg超級 男子50才オーバーオール 男子60才以上級
１位 村　山　     元（新　潟） 村　松　幸　大（埼　玉） 林　     勇　宇（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 難　波　文　義（三　重）
２位 北　原　     誠（佐　賀） 国　塚　清　久（神奈川） 角　田　信　朗（大　阪） 林　     勇　宇（東　京） 髙　岸　豊　治（三　重）
３位 土　金　正　巳（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野） 猿　山　直　史（大　阪） 北　村　弘　行（社会人）
４位 赤　山　     享（岡　山） 奥　村　武　司（大　阪） 野　澤　     勉（埼　玉） 辺 見　不二男（社会人）
５位 和　田　哲　哉（石　川） 細　江　俊　郎（愛　知） 小　島　良　司（埼　玉） 浦　本　眞　明（兵　庫）
６位 山　下　賢　二（大　阪） 久保田　宏 之（社会人） 野　村　政　盛（東　京） 鈴　木　俊　廣（東　京）
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 男子80才以上級
１位 山　野　成　思（京　都） 山　崎　義　夫（愛　知） 木　村　博　男（社会人） 金　澤　利　翼（広　島）
２位 蜂　須　    貢（社会人） 安　部　     保（大　分） 松　浦　義　光（大　阪） 渡　辺　信　行（山　口）
３位 榑　林　良　和（静　岡） 福　重　隆　義（鹿児島） 杉　尾　    忠（香　川） 藤　原　勤　也（宮　城）
４位 大　竹　勝　敏（新　潟） 伊　集　盛　雄（沖　縄） 笠　原　孝　昭（栃　木） 松　下　徹　也（静　岡）
５位 中　野　博　之（大　阪） 小　川　    智（北海道） 斉　藤　忠　男（愛　媛）
６位 三　部　    博（神奈川） 阿野田　英　生（三　重）
順位 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 髙　橋　典　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）
２位 服　部　淳　子（三　重） 堀　     結　華（広　島）
３位 青　井　郁　佳（愛　知） 渡 部　みゆき（神奈川）
４位 石　井　ゆき子（東　京）
５位 大　林　令　子（宮　城）
６位 山　中　智　視（香　川）

順位 男子40才70kg以下級 男子40才70kg超級 男子40才オーバーオール 男子50才以上級 男子60才以上級
１位 村　松　幸　大（埼　玉） 河　村　秀　美（広　島） 村　松　幸　大（埼　玉） 林　     勇　宇（東　京） 難　波　文　義（三　重）
２位 片　岡　敏　徳（岡　山） 加　瀬　幸　男（東　京） 河　村　秀　美（広　島） 国　塚　清　久（神奈川） 髙　岸　豊　治（三　重）
３位 川　辺　     仁（大　阪） 山　嵜　成　知（東　京） 片　川　     淳（山　口） 中　島　幸　忠（神奈川）
４位 赤　山　     享（岡　山） 山　内　英　彦（広　島） 奥　村　武　司（大　阪） 浦　本　眞　明（兵　庫）
５位 山　下　賢　二（大　阪） 鷲　巣　国　彦（長　野） 辺 見　不二男（社会人）
６位 五十嵐　立 彦（三　重） 猿　山　直　史（大　阪） 北　村　弘　行（社会人）
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 井　原　     茂（社会人） 杉　尾　     忠（香　川） 木　村　博　男（社会人） 服　部　淳　子（三　重） 清 水　恵理子（東　京）
２位 蜂　須　     貢（社会人） 笠　原　孝　昭（栃　木） 金　澤　利　翼（広　島） 橋　本　寿　美（兵　庫） 堀　     結　華（広　島）
３位 中　野　博　之（大　阪） 安　部　     保（大　分） 阿野田　英 生（三　重） 渡　部　みゆき（神奈川）
４位 三　部　     博（神奈川） 岡　本　照　雄（福　岡） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 船　木　郁　子（広　島）
５位 山　野　成　思（京　都） 井　上　義　信（大　阪） 知　名　定　勝（沖　縄） 間　部　曜　子（神奈川）
６位 木　村　照　雄（長　野） 尼　川　     陞（広　島） 森　山　年　章（兵　庫） 中　西　さとみ（三　重）

2016年 第28回 日本マスターズボディビル・フィジーク選手権大会 入賞者一覧表

2015年 第27回 日本マスターズボディビル・フィジーク選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 男子50才以上級 男子60才以上級
１位 村　松　幸　大（埼　玉） 仲　泊　兼　也（沖　縄） 仲　泊　兼　也（沖　縄） 片　川　　　 淳（山　口） 髙　岸　豊　治（三　重）
２位 實　方　博　士（千　葉） 高　木　　　昇（神奈川） 林　　　 勇　宇（東　京） 中　島　幸　忠（神奈川）
３位 北　原　　　 誠（佐　賀） 村　山　　　 元（新　潟） 奥　村　武　司（大　阪） 菊　池　正　幸（宮　城）
４位 多治見　聡 嗣（愛　知） 河　村　秀　美（広　島） 国　塚　清　久（神奈川） 蜂　須　　　貢（社会人）
５位 吉　田　　　 悟（埼　玉） 椿　　　 幸　仁（三　重） 猿　山　直　史（大　阪） 北　村　弘　行（社会人）
６位 藤　原　健　一（福　島） 葛　西　孝　志（青　森） 鷲　巣　国　彦（長　野） 小　原　伸　夫（宮　城）
７位 井　上　慶　太（山　梨） 細　江　俊　郎（愛　知） 榑　林　良　和（静　岡）
８位 山　嵜　成　知（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 柴　田　紀　男（宮　城）
９位 新　田　英　明（広　島） 加　藤　　　充（社会人） 辺 見　不二男（社会人）
10位 成　田　晴　夫（千　葉） 藤　島　宏　章（東　京）
11位 小　柴　良　介（兵　庫） 菅　原　瑞　廣（青　森）
12位 内　山　剛　志（千　葉） 小　杉　雅　敬（東　京）
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 井　原　　　茂（社会人） 山　崎　義　夫（社会人） 金　澤　利　翼（広　島） 堀　　　 結　華（広　島） 石　澤　静　江（栃　木）
２位 後　藤　　　 讓（東　京） 杉　尾　　　 忠（香　川） 木　村　博　男（社会人） 勝　　　 あゆみ（三　重） 佐 藤　美由紀（東　京）
３位 大　竹　勝　敏（新　潟） 安　部　　　 保（大　分） 阿野田　英 生（三　重） 服　部　淳　子（三　重） 大　林　令　子（宮　城）
４位 中　野　博　之（大　阪） 岡　本　照　雄（福　岡） 渡　辺　信　行（山　口） 本　村　あゆみ（沖　縄） 深　作　靖　子（東　京）
５位 三　部　　　博（神奈川） 知　名　定　勝（沖　縄） 荒　川　正　雄（東　京） 小　嶋　成　子（神奈川）
６位 田　中　作　司（京　都） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 津　田　哲　夫（宮　城） 渡　部　みゆき（神奈川）
７位 池　田　嘉　明（北海道） 笠　原　孝　昭（栃　木） 永　田　節　夫（東　京） 間　部　曜　子（神奈川）
８位 吉　田　邦　夫（東　京） 井　上　義　信（大　阪） 佐々木 真紀子（宮　城）
９位 銭　　　 安　武（大　阪） 吉　田　昌　弘（社会人） 山 﨑　美喜子（東　京）
10位 田　村　秀　廣（栃　木） 大　塚　尚　宏（埼　玉） 中　西　さとみ（三　重）
11位 秦　　　 興　司（大　阪） 伊　集　盛　雄（沖　縄） 櫻　井　藤　子（長　野）
12位 大　森　勲　男（神奈川）

順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 男子50才以上級 男子60才以上級
１位 仲　泊　兼　也(沖　縄) 高　木　     昇(神奈川) 片　川　     淳(山　口) 髙　岸　豊　治(三　重)
２位 国　塚　清　久(神奈川) 猿　山　直　史(大　阪) 奥　村　武　司(大　阪) 菊　池　正　幸(宮　城)
３位 村　松　幸　大(埼　玉) 河　村　秀　美(広　島) 細　江　俊　郎(愛　知) 柴　田　紀　男(宮　城)
４位 大　庭　範　久(福　岡) 平　山　善　勝(愛　知) 中　島　幸　忠(神奈川) 石　津　永　司(東　京)
５位 仲　西　     新(沖　縄) 久保田　宏 之(社会人) 小　柴　良　介(兵　庫) 小　原　伸　夫(宮　城)
６位 山　田　高　史(愛　知) 山　嵜　成　知(東　京) 竹　村　敦　司(愛　知) 辺 見　不二男(社会人)
７位 大　嶺　     隆(沖　縄) 大　橋　勝　彦(宮　城) 榑　林　良　和(静　岡)
８位 前　泊　春　樹(沖　縄) 儀　間　光　広(沖　縄) 日　熊　秀　盛(東　京)
９位 仲　本　光　雄(沖　縄) 加　藤　　　 充(社会人) 田　場　英　一(沖　縄)
10位 島　袋　直　也(沖　縄) 成　田　晴　夫(千　葉) 銭　     安　武(大　阪)
11位 中　井　大　樹(東　京) 三　部　     博(神奈川)
12位 堀　     富　雄(三　重) 永　田　英　作(愛　媛)
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 井　原　     茂(社会人) 杉　尾　     忠(香　川) 金　澤　利　翼(広　島) 清 水　恵理子(東　京) 髙 松　眞里子(東　京)
２位 中　野　博　之(大　阪) 斉　藤　忠　男(愛　媛) 阿野田　英 生(三　重) 船　木　郁　子(広　島) 大　林　令　子(宮　城)
３位 後　藤　     讓(東　京) 安　部　    保(大　分) 木　村　博　男(社会人) 石　津　尚　子(東　京) 木　島　洋　子(東　京)
４位 宮　崎　則　尚(三　重) 井　上　義　信(大　阪) 小斉平　　　豊(鹿児島) 深　町　り　え(神奈川)
５位 池　田　嘉　明(北海道) 吉　田　昌　弘(社会人) 登　坂　     勉(東　京) 古　田　圭　子(岐　阜)
６位 上　田　恭　義(大　阪) 知　名　定　勝(沖　縄) 渡　辺　信　行(山　口) 中　西　さとみ(三　重)
７位 細　田　一　仁(大　阪) 小　川　     智(北海道) 荒　川　正　雄(東　京)
８位 高　橋　     進(愛　媛) 久　保　恵　政(静　岡) 森　川　     清(東　京)
９位 太　田　敏　彦(東　京) 伊　集　盛　雄(沖　縄)
10位 鵜　飼　     勝(埼　玉)

2014年 第26回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年 第25回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 男子50才以上級 男子60才以上級
１位 村　松　幸　大（埼　玉） 松　本　美　彦（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 難　波　文　義（三　重） 髙　岸　豊　治（三　重）
２位 国　塚　清　久（神奈川） 高　木　　　昇（神奈川） 松　本　美　彦（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂（社会人）
３位 北　原　　　 誠（佐　賀） 加　瀬　幸　男（東　京） 林　　　 勇　宇（東　京） 蜂　須　　　 貢（社会人）
４位 原　　　 哲　矢（神奈川） 谷　澤　一　矢（神奈川）  新　井　弘　道(社会人) 土　屋　みのる（神奈川）
５位 長　門　伸　悟（沖　縄） 大　坪　二　郎（神奈川） 小　沼　敏　雄（東　京） 後　藤　　　 讓（東　京）
６位 竹　村　敦　司（愛　知） 河　村　秀　美（広　島） 渡　辺　　　 茂（社会人） 日　熊　秀　盛（東　京）
７位 鷲　巣　国　彦（長　野） 猿　山　直　史（大　阪） 細　江　俊　郎（愛　知） 石　津　永　司（東　京）
８位 榊　原　貴　裕（大　阪） 椿　　　 幸　仁（三　重） 大　橋　勝　彦（宮　城） 榑　林　良　和（静　岡）
９位 山　口　明　大（神奈川） 東　江　英　行（社会人） 成　田　晴　夫（千　葉） 辺　見　不二男（社会人）
10位 仲　本　智　治（大　阪） 根　津　　　 綾（社会人） 中　島　幸　忠（神奈川） 三　部　　　博（神奈川）
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 大　竹　勝　敏（新　潟） 阿野田　英 生（三　重） 金　澤　利　翼（広　島） 勝　　　あゆみ（三　重） 佐 藤　美由紀（東　京）
２位 中　野　博　之（大　阪） 杉　尾　　　 忠（香　川） 木　村　博　男（社会人） 石　津　尚　子（東　京） 大　林　令　子（宮　城）
３位 篠　原　信　良（東　京） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 小斉平　　　豊（鹿児島） 髙 松　眞里子（東　京）
４位 安　部　　　 保（大　分） 岡　本　照　雄（福　岡） 荒　川　正　雄（東　京） 深　作　靖　子（東　京）
５位 上　田　恭　義（大　阪） 井　上　義　信（大　阪） 渡　辺　信　行（山　口） 間　部　曜　子（神奈川）
６位 吉　田　邦　夫（東　京） 内　田　義　一（兵　庫） 青　山　昭　二（東　京） 小　嶋　成　子（神奈川）
７位 池　田　嘉　明（北海道） 笠　原　孝　昭（栃　木） 森　　　 英　男（静　岡） 木　島　洋　子（東　京）
８位 小　川　　　 智（北海道） 森　山　年　章（兵　庫） 藤　原　勤　也（宮　城） 深　町　り　え（神奈川）
９位 神　原　健　二（東　京） 吉　田　昌　弘（社会人） 櫻　井　藤　子（長　野）
10位 平　野　勝　彦（東　京） 久　保　恵　政（静　岡） 中　西　さとみ（三　重）

順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ 男子50才以上級 男子60才以上級
１位 山　崎　岳　志(大　阪) 高　木　　　 昇(神奈川) 山　崎　岳　志(大　阪) 片　川　　　 淳(山　口) 井　原　　　茂(社会人)
２位 村　松　幸　大(埼　玉) 松　本　美　彦(東　京) 高　木　　　昇(神奈川)  内　藤　隆　之（山　梨） 石　津　永　司(東　京)
３位 小久保　一 美(東　京) 椿　　　 幸　仁(三　重) 新　井　弘　道(社会人) 後　藤　　　 譲(東　京)
４位 国　塚　清　久(神奈川) 河　村　秀　美(広　島) 渡　辺　　　 茂(社会人) 土 屋　みのる(神奈川)
５位 小　宮　義　徳(東　京) 野　澤　　　 勉(東　京) 小　島　良　司(埼　玉) 榑　林　良　和(静　岡)
６位 仲　本　智　治(大　阪) 山　嵜　成　知(東　京) 奥　村　武　司(大　阪) 中　野　博　之(大　阪)
７位 原　　　 哲　矢(神奈川) 渡　邉　信　義(千　葉) 髙　岸　豊　治(三　重) 日　熊　秀　盛(東　京)
８位 田　代　　　 圭(社会人) 成　田　晴　夫(千　葉) 細　田　一　仁(大　阪)
９位 猿　山　直　史(大　阪) 細　江　俊　郎(愛　知) 三　部　　　 博(神奈川)
10位 鷲　巣　国　彦(長　野) 北　村　弘　行(社会人) 佐　竹　次　郎(大　阪)
順位 男子65才以上級 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級
１位 山　崎　義　夫(社会人) 木　村　博　男(社会人) 金　澤　利　翼(広　島) 志　村　眞　理(東　京) 石　澤　静　江(栃　木)
２位 安　部　　　 保(大　分) 阿野田　英 生(三　重) 登　坂　　　 勉(東　京) 勝　　　あゆみ(三　重) 菅 原　佳代子(青　森)
３位 髙　貝　壽　夫(神奈川) 斉　藤　忠　男(愛　媛) 小　林　二　郎(東　京) 辻　　　 紀　子(三　重) 佐 藤　美由紀(東　京)
４位 吉　田　邦　夫(東　京) 杉　尾　　　 忠(香　川) 渡　辺　信　行(山　口) 田　岡　眞　美(三　重) 髙 松　眞里子(東　京)
５位 平　野　勝　彦(東　京) 内　田　義　一(兵　庫) 青　山　昭　二(東　京) 深　作　靖　子(東　京)
６位 神　原　健　二(東　京) 井　上　義　信(大　阪) 森　　　 英　男(静　岡) 木　島　洋　子(東　京)
７位 大　塚　尚　宏(埼　玉) 吉　田　昌　弘(社会人) 藤　原　勤　也(宮　城) 中　西　さとみ(三　重)
８位 西　山　嘉　一(兵　庫) 荒　川　正　雄(東　京) 田　吹　俊　一(千　葉) 櫻　井　藤　子(長　野)
９位 宮　本　近　生(広　島) 寺　本　　　 修(大　阪)
10位 長谷川　　　功(埼　玉)

2011年 第23回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2012年 第24回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子50才以上級 男子60才以上級 男子65才以上級
１位 村　松　幸　大（埼　玉） 林　　　 勇　宇（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂(社会人） 山　崎　義　夫(社会人）
２位 国　塚　清　久(神奈川） 高　木　　　 昇(神奈川） 小　沼　敏　雄（東　京） 後　藤　　　 譲（東　京） 杉　尾　　　 忠（香　川）
３位 原　　　 哲　矢(神奈川） 猿　山　直　史（大　阪） 内　藤　隆　之（山　梨） 前　田　憲　二（三　重） 吉　田　邦　夫（東　京）
４位 鷲　巣　国　彦（長　野） 芝　原　茂　樹（徳　島） 新　井　弘　道(社会人） 中　野　博　之（大　阪） 安　部　　　 保（大　分）
５位 丹　羽　真　一（社会人） 河　村　秀　美（広　島） 山　田　賴　一（静　岡） 篠　原　信　良（東　京） 内　田　義　一（兵　庫）
６位 竹　村　敦　司（愛　知） 天　童　曹　耀（東　京） 小　島　良　司（埼　玉） 松　山　　　 茂(社会人） 井　上　義　信（大　阪）
７位 田　代　　　 圭(社会人） 東　江　英　行(社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 三　部　     博(神奈川） 平　野　勝　彦（東　京）
８位 高　林　啓　一（富　山） 梶　山　秀　行（茨　城） 大　橋　勝　彦（宮　城） 佐　竹　次　郎（大　阪） 神　原　健　二（東　京）
９位 平　山　善　勝（愛　知） 椿　　　 幸　仁（東　京） 中　島　幸　忠(神奈川） 田　中　作　司（京　都） 河原田　　　茂（宮　城）
10位 寺　本　　　 貴（山　梨） 山　嵜　成　知（東　京） 細　江　俊　郎（愛　知） 細　田　一　仁（大　阪） 山　本　和　男（長　野）
11位 成　田　晴　夫（千　葉） 宮　本　近　生（広　島）
12位 北　村　弘　行(社会人）
順位 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級 男子40才ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ
１位 木　村　博　男(社会人） 登　坂　　　 勉（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 村　松　幸　大（埼　玉）
２位 金　澤　利　翼（広　島） 小　林　二　郎（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 菅 原　佳代子（青　森） 林　　　 勇　宇（東　京）
３位 阿野田　英 生（三　重） 藤　原　勤　也（宮　城） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 木　島　洋　子（東　京）
４位 斉　藤　忠　男（愛　媛） 青　山　昭　二（東　京） 水　野　浩　美（東　京） 深　作　靖　子（東　京）
５位 森　山　年　章（兵　庫） 田　吹　俊　一（千　葉） 天　童　あゆみ（東　京） 大　林　令　子（宮　城）
６位 荒　川　正　雄（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 深　町　 り　え(神奈川）
７位 渡　辺　信　行（山　口） 島 田　三佐子（東　京） 髙 松　眞里子（東　京）
８位 志　村　眞　理（東　京） 間　部　曜　子(神奈川）
９位 若　林　佳　子（東　京） 櫻　井　藤　子（長　野）
10位 彦　坂　陽　子（愛　知）
11位 加　藤　優　子（愛　知）
12位 村　岡　由　子（東　京）

順位 男子40才70kg級 男子40才80kg級 男子50才以上級 男子60才以上級 男子65才以上級
１位 奥　村　武　司（大　阪） 内　藤　隆　之（山　梨） 難　波　文　義（三　重） 井　原　　　 茂(社会人） 山　崎　義　夫(社会人）
２位 村　松　幸　大（埼　玉） 野　澤　　　 勉（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 後　藤　　　 譲（東　京） 杉　尾　　　 忠（香　川）
３位 竹　村　敦　司（愛　知） 猿　山　直　史（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 田　場　英　一（沖　縄） 髙　貝　壽　夫(神奈川）
４位 国　塚　清　久(神奈川） 林　　　 利　昭（東　京） 大　橋　勝　彦（宮　城） 大　竹　勝　敏（新　潟） 井　上　義　信（大　阪）
５位 鷲　巣　国　彦（長　野） 小　島　良　司（埼　玉） 中　野　博　之（大　阪） 安　部　　　 保（大　分）
６位 永　嶋　　　 好（千　葉） 男子40才80kg超級 六本木　　　昇（栃　木） 篠　原　信　良（東　京） 内　田　義　一（兵　庫）
７位 北　原　　　 誠（佐　賀） 芝　原　茂　樹（徳　島） 成　田　晴　夫（千　葉） 田　中　作　司（京　都） 平　野　勝　彦（東　京）
８位 村　重　典　昭（山　口） 大　渡　祐　司(社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 吉　田　邦　夫（東　京） 神　原　健　二（東　京）
９位 大　坂　圭　一（徳　島） 北　村　弘　行(社会人） 細　田　一　仁（大　阪） 吉　田　昌　弘(社会人）
10位 柴　橋　敏　明（宮　城） 中　島　幸　忠(神奈川） 神　白　徹　雄（茨　城） 寺　本　　　 修（大　阪）
11位 〔8～10位は全員8位〕 土　屋　みのる(神奈川）
12位 今　村　拓　夫(鹿児島）
順位 男子70才以上級 男子75才以上級 女子35才以上級 女子45才以上級 女子50才以上級
１位 登　坂　　　 勉（東　京） 小　林　二　郎（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 杉　井　ますみ（東　京）
２位 木　村　博　男(社会人） 小斉平　　　豊(鹿児島） 勝　　　 あゆみ（三　重） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 菅　原　佳代子（青　森）
３位 金　澤　利　翼（広　島） 藤　原　勤　也（宮　城） 田　岡　眞　美（三　重） 佐 藤　美由紀（東　京） 間　部　曜　子(神奈川）
４位 阿野田　英 生（三　重） 青　山　昭　二（東　京） 深　作　靖　子（東　京） 深　町　 り　え(神奈川）
５位 中　島　　　 皎（鳥　取） 田　吹　俊　一（千　葉） 小　嶋　成　子(神奈川）
６位 荒　川　正　雄（東　京） 大　林　令　子（宮　城）
７位 渡　辺　信　行（山　口） 木　島　洋　子（東　京）
８位 津　田　哲　夫（宮　城） 岡　本　久　子(神奈川）
９位 永　田　節　夫（東　京） 村　岡　由　子（東　京）

2009年 第21回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2010年 第22回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子40才70kg級 男子40才80kg級 男子40才80kg超級 男子50才級 男子60才級

１位 奥　村　武　司（大　阪） 野　澤　　　 勉（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂(社会人）

２位 村　松　幸　大（埼　玉） 大　橋　勝　彦（宮　城） 芝　原　茂　樹（徳　島） 廣　田　俊　彦（愛　知） 後　藤　　　 譲（東　京）

３位 国　塚　清　久(神奈川） 内　藤　隆　之（山　梨） 六本木　　　昇（栃　木） 大　竹　勝　敏（新　潟）

４位 成　田　晴　夫（千　葉） 小　島　良　司（埼　玉） 土　屋　みのる(神奈川） 篠　原　信　良（東　京）

５位 竹　村　敦　司（愛　知） 猿　山　直　史（大　阪） 酒　井　隆　典（大　阪） 宮　崎　則　尚（三　重）

６位 榊　原　貴　裕（大　阪） 天　童　曹　耀（東　京） 片　岡　俊　和（岡　山） 田　中　作　司（京　都）

７位 下　地　武　光（沖　縄） 宮　野　　　 隆（埼　玉） 菊　池　正　幸（宮　城） 吉　田　邦　夫（東　京）

８位 小　林　幸　治（東　京） 竹　歳　朋　晃（鳥　取） 儀　間　光　広（沖　縄） 上　田　恭　義（大　阪）

９位 丹　羽　真　一(社会人） 桐　生　辰　男（新　潟） 岡　部　昭　一（石　川）

10位 徳　田　克　彦（静　岡） 小　柴　良　介（兵　庫） 海老名　　　昇（青　森）

順位 男子65才級 男子70才級 女子35才級 女子45才級

１位 杉　尾　　　 忠（香　川） 登　坂　　　 勉（東　京） 勝　　　 あゆみ（三　重） 廣　田　 ゆ　み（愛　知）

２位 山　岸　　　 徹（東　京） 木　村　博　男(社会人） 辻　　　 紀　子（三　重） 杉　井　ますみ（東　京）

３位 内　田　義　一（兵　庫） 金　澤　利　翼（広　島） 松　村　京　子（大　阪） 佐 藤　美由紀（東　京）

４位 知　名　定　勝（沖　縄） 小　林　二　郎（東　京） 田 後　由美子（東　京） 大　林　令　子（宮　城）

５位 安　部　　　 保（大　分） 阿野田　英 生（三　重） 髙 松　眞里子（東　京）

６位 神　原　健　二（東　京） 荒　川　正　雄（東　京） 木　島　洋　子（東　京）

７位 笠　原　孝　昭（群　馬） 渡　辺　信　行（山　口） 間　部　曜　子(神奈川）

８位 森　山　年　章（兵　庫） 藤　原　勤　也（宮　城） 深　作　靖　子（東　京）

９位 井　上　義　信（大　阪） 津　田　哲　夫（宮　城） 村　岡　由　子(神奈川）

10位 山　本　和　男（長　野） 青　山　昭　二（東　京） 彦　坂　陽　子（愛　知）

順位 男子４０才70kg級 男子４０才80kg級 男子４０才80kg超級 男子５０才級 男子６０才級
１位 村　松　幸　大（埼　玉） 野　澤　　　 勉（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂(社会人）

２位 奥　村　武　司（大　阪） 大　橋　勝　彦（宮　城） 片　岡　俊　和（岡　山） 前　田　憲　二（三　重）

３位 下　地　武　光（沖　縄） 小　島　良　司（埼　玉） 石　川　栄　一（宮　城） 土　屋　透　治（東　京）

４位 竹　村　敦　司（愛　知） 内　藤　隆　之（山　梨） 今　村　拓　夫(鹿児島） 大　竹　勝　敏（新　潟）

５位 成　田　晴　夫（千　葉） 廣　田　俊　彦（愛　知） 髙　岸　豊　治（三　重） 篠　原　信　良（東　京）

６位 国　塚　清　久(神奈川） 久保田　宏 之（静　岡） 六本木　　　昇（栃　木） 宮　浦　力　男(神奈川）

７位 加　藤　裕　康（東　京） 茂　木　正　夫(社会人） 北　村　弘　行(社会人） 安　部　　　 保（大　分）

８位 小　林　幸　治（東　京） 六　車　　　 修（東　京） 小　柴　良　介（兵　庫） 吉　田　邦　夫（東　京）

９位 柳　沢　伸　一（東　京） 岡　本　正　信(神奈川）

10位 森　山　芳　久(神奈川） 松　澤　嘉　孝（長　野）

11位 寺　本　　　 貴（山　梨） 下　田　　　 昇（愛　知）

12位 徳　田　克　彦（静　岡） 後　藤　　　 譲（東　京）

順位 男子６５才級 男子７０才級 女子３５才級 女子４５才級

１位 知　名　定　勝（沖　縄） 登　坂　　　 勉（東　京） 清　水　恵理子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

２位 阿野田　英 生（三　重） 木　村　博　男(社会人） 宮　田　友　紀（埼　玉） 杉　井　ますみ（東　京）

３位 内　田　義　一（兵　庫） 金　澤　利　翼（広　島） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 水　野　浩　美（東　京）

４位 森　山　年　章（兵　庫） 小斉平　　  豊(鹿児島） 佐 藤　美由紀（東　京）

５位 井　上　義　信（大　阪） 小　林　二　郎（東　京） 古　溝　 さとみ（東　京）

６位 鵜　飼　　　 勝（埼　玉） 渡　辺　信　行（山　口） 大　林　令　子（宮　城）

７位 石　井　祺　久（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城） 髙 松　眞里子（東　京）
８位 荒　川　正　雄（東　京） 青　山　昭　二（東　京） 木　島　洋　子（東　京）

2007年 第19回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2008年 第20回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

※男子40才80kg級の
　オーバーオール優勝は
　小沼敏雄選手
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順位 男子４０才70kg級 男子４０才80kg級 男子４０才80kg超級 男子５０才級 男子６０才級

１位 村　松　幸　大（埼　玉） 片　川　　　 淳（山　口） 小　沼　敏　雄（東　京） 難　波　文　義（三　重） 井　原　　　 茂(社会人）

２位 奥　村　武　司（大　阪） 内　藤　隆　之（山　梨） 伊　藤　秀　一（東　京） 片　岡　俊　和（岡　山） 飯　富　幸　夫（東　京）

３位 小久保　一 美（東　京） 小　島　良　司（埼　玉） 亀　山　芳　信（岡　山） 土　屋　透　冶（東　京）

４位 廣　田　俊　彦（愛　知） 大　橋　勝　彦（宮　城） 今　村　拓　夫(鹿児島) 小　野　公　男（群　馬）

５位 下　地　武　光（沖　縄） 天　童　曹　耀（東　京） 石　川　栄　一（宮　城） 神　原　健　二（東　京）

６位 中　西　健　一（三　重） 渋　谷　浩　樹(神奈川） 島　袋　正　和（沖　縄） 石　井　祺　久（宮　城）

７位 国　塚　清　久(神奈川） 茂　木　正　夫(社会人） 和　田　信　雄（新　潟） 荒　木　健　治（東　京）

８位 成　田　晴　夫（千　葉） 小　柴　良　介（兵　庫） 髙　野　常　清（茨　城） 海老名　　　昇（青　森）

９位 丹　羽　真　一（愛　知） 筒　井　光　広(神奈川） 岡　本　正　信(神奈川）

10位 久保田　宏 之（静　岡） 北　村　弘　之(社会人）

11位 下　田　　　 昇（愛　知）

12位 松　澤　嘉　孝（長　野）

順位 男子６５才級 男子７０才級 女子３５才級 女子４５才級

１位 木　村　博　男(社会人） 登　坂　　　 勉（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 廣　田　 ゆ　み（愛　知）

２位 知　名　定　勝（沖　縄） 金　澤　利　翼（広　島） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 杉　井　ますみ（東　京）

３位 阿野田　英 生（三　重） 小　林　二　郎（東　京） 市　原　恵　江（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京）

４位 森　山　年　章（兵　庫） 小斉平　　　豊(鹿児島) 宮　田　友　紀（埼　玉） 髙 松　眞里子（東　京）

５位 荒　川　正　雄（東　京） 藤　原　勤　也（宮　城） 清 水　恵理子（東　京） 大　林　令　子（宮　城）

６位 井　上　義　信（大　阪） 日　高　弘　憲（三　重） 菅 原　佳代子（青　森）

７位 渡　辺　信　行（山　口） 津　田　哲　夫（宮　城） 岡　内　和　子（東　京）

８位 小笠原　正 幸（山　梨） 田　吹　俊　一（千　葉） 木　島　陽　子（千　葉）

９位 阿　部　好　法（宮　城） 青　山　昭　二（東　京） 鍛　冶　郁　美（富　山）

10位 鳥　飼　克　己（福　岡） 古　谷　礼　子（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 男子６５才級 男子７０才級

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 井　原　　　 茂(社会人） 飯　富　幸　夫（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 登　坂　　　 勉（東　京）

２位 内　藤　隆　之（山　梨） 松　澤　嘉　孝（長　野） 山　崎　義　夫(社会人） 阿野田　英 生（三　重） 小　林　二　郎（東　京）

３位 下　地　武　光（沖　縄） 岡　本　正　信(神奈川） 山　岸　　　 徹（東　京） 木　村　博　男(社会人） 園 村　憲一郎（熊　本）

４位 奥　村　武　司（大　阪） 朝　生　照　雄（埼　玉） 内　田　義　一（兵　庫） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 藤　原　勤　也（宮　城）

５位 天　童　曹　耀（東　京） 宮　浦　力　男(神奈川） 吉　田　邦　夫（東　京） 森　山　年　章（兵　庫） 津　田　哲　夫（宮　城）

６位 片　岡　俊　和（岡　山） 荒　川　敏　夫（栃　木） 箱　守　義　彦（東　京） 石 坂　冨司男（東　京） 田　吹　俊　一（千　葉）

７位 中　西　健　一（三　重） 和　田　信　雄（新　潟） 小　林　　　 淳（栃　木） 渡　辺　信　行（山　口） 青　山　昭　二（東　京）

８位 成　田　晴　夫（千　葉） 北　村　弘　行(社会人） 小　野　公　男（群　馬） 小笠原　正 幸（山　梨）

９位 丹　羽　真　一（愛　知） 石　津　永　司（東　京） 石　井　祺　久（宮　城） 日　高　弘　憲（三　重）

10位 小　柴　良　介（兵　庫） 桐　生　辰　男（新　潟） 鵜　飼　　　 勝（埼　玉） 荒　川　正　雄（東　京）

11位 茂　木　正　夫(社会人） 松　山　　　 茂(社会人） 海老名　　　昇（青　森） 阿　部　好　法（宮　城）

12位 望　月　泰　城（山　梨） 篠　原　信　良（東　京） 平　野　芳　雄（愛　知）

順位 女子３５才級 女子４５才級

１位 佐 藤　美由紀（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉）

２位 天　童　あゆみ（東　京） 杉　井　ますみ（東　京）

３位 石　澤　静　江（栃　木） 古　谷　礼　子（東　京）

４位 清 水　恵理子（東　京） 髙 松　眞里子（東　京）

５位 林　　　 美　奈（東　京） 菅 原　佳代子（青　森）

６位 大 倉　志満恵（大　阪） 岡　内　和　子（東　京）

７位 寺　村　美　香(北海道) 北　山　道　子（岡　山）

８位 鍛　冶　郁　美（富　山）

９位 丹　羽　裕　子（京　都）

10位 丸 山　佳余子（長　野）

11位 村　岡　由　子(神奈川）

12位 岡　本　久　子(神奈川）

2005年 第17回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2006年 第18回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 男子６５才級 男子７０才級

１位 内　藤　隆　之（山　梨） 島　袋　正　和（沖　縄） 山　岸　　　 徹（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 小　林　二　郎（東　京）

２位 奧　村　武　司（大　阪） 朝　生　照　雄（埼　玉） 知　名　定　勝（沖　縄） 金　澤　利　翼（広　島） 小斉平　　　豊(鹿児島)

３位 林　　　 久　司（東　京） 井　原　　　 茂(社会人） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 阿野田　英 生（三　重） 田　吹　俊　一（千　葉）

４位 下　地　武　光（沖　縄） 亀　山　芳　信（岡　山） 森　山　年　章（兵　庫） 木　村　博　男(社会人） 藤　原　勤　也（宮　城）

５位 丹　羽　真　一（愛　知） 和　田　信　雄（新　潟） 箱　守　義　彦（東　京） 渡　辺　信　行（山　口）

６位 成　田　晴　夫（千　葉） 岡　本  正　信(神奈川） 阿　部　忠　雄（栃　木） 荒　川　正　雄（東　京）

７位 大　橋　勝　彦（宮　城） 箱　﨑　一　俊（宮　城） 長 久　征二郎（福　岡） 小　田　博　人（島　根）

８位 高　垣　　　 徹(和歌山) 北　村　弘　行（兵　庫） 鵜　飼　　　 勝（埼　玉） 日　高　弘　憲（三　重）

９位 加　藤　　　 充(北海道) 神　白　徹　雄（茨　城） 山　本　敏　雄（岐　阜） 小笠原　正 幸（山　梨）

10位 中　西　健　一（三　重） 浅　野　力　裕（東　京） 内　田　義　一（兵　庫）

11位 小　柴　良　介（兵　庫） 松　山　　　 茂(社会人） 小　林　　　 淳（栃　木）

12位 松　澤　嘉　孝（長　野） 桐　生　辰　男（新　潟） 計　良　勝　利（宮　城）

順位 女子３５才級 女子４５才級

１位 佐々木　亜 紀（愛　知） 朝　生　記　子（埼　玉）

２位 高 橋　美恵子(社会人） 丹　羽　裕　子（京　都）

３位 木　村　幸　子（大　阪） 岡　本  久　子(神奈川）

４位 北　山　道　子（岡　山） 木　村　順　子（東　京）

５位 宮　田　友　紀（埼　玉）

６位 大 倉　志満恵（大　阪）

７位 桧　垣　敦　美（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 男子６５才級 女　　子

１位 内　藤　隆　之（山　梨） 朝　生　照　雄（埼　玉） 磯　村　俊　夫（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 大　林　令　子（宮　城）

２位 片　川　　　 淳（山　口） 岡　本　正　信(神奈川） 山野井　恒 裕（広　島） 金　澤　利　翼（広　島） 高 橋　美恵子(社会人）

３位 奥　村　武　司（大　阪） 菊　池　正　幸（宮　城） 小　野　公　男（群　馬） 木　村　博　男(社会人） 菅 原　佳代子（青　森）

４位 田　所　勇　二（茨　城） 和　田　信　雄（新　潟） 山　本　敏　雄（岐　阜） 小　林　二　郎（東　京） 古　賀　瑞　穂（鳥　取）

５位 宜野座　　　功（沖　縄） 井　原　　　 茂(社会人） 知　名　定　勝（沖　縄） 渡　辺　信　行（山　口） 丹　羽　裕　子（京　都）

６位 成　田　晴　夫（千　葉） 亀　山　芳　信（岡　山） 阿野田　英 生（三　重） 荒　川　正　雄（東　京） 江 口　百合子（東　京）

７位 大河原　久 典（東　京） 前　田　憲　二（三　重） 箱　守　義　彦（東　京） 日　高　弘　憲（三　重） 石 川　早百合（埼　玉）

８位 松　澤　嘉　孝（長　野） 桐　生　辰　男（新　潟） 鵜　飼　　　 勝（埼　玉） 小笠原　正 幸（山　梨） 岡　内　和　子（東　京）

９位 石　川　栄　一（宮　城） 石　津　永　司（東　京） 髙　貝　壽　夫(神奈川） 田　吹　俊　一（千　葉） 岡　本　久　子(神奈川）

10位 髙　井　康　弘（東　京） 箱　崎　一　俊（宮　城） 斉　藤　忠　男（愛　知） 宮　川　　　 武（東　京） 宮 坂　美紀子（長　野）

11位 北　村　弘　行（兵　庫） 宮　浦　力　男(神奈川） 谷　　　 房　美（兵　庫）

12位 中　島　浩　樹(神奈川） 松　山　　　 茂(社会人）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 男子６５才級 女　　子

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉） 斉　藤　忠　男（愛　媛） 登　坂　　　 勉（東　京） 神　田　知　子（大　阪）

２位 片　川　　　 淳（山　口） 和　田　信　雄（新　潟） 山野井　恒 裕（広　島） 金　澤　利　翼（広　島） 丹　羽　裕　子（京　都）

３位 内　藤　隆　之（山　梨） 井　原　　　 茂(社会人） 阿野田　英 生（三　重） 小　林　二　郎（東　京） 松 本　知是子（大　阪）

４位 奥　村　武　司（大　阪） 亀　山　芳　信（岡　山） 石　田　秀　明（香　川） 小斉平　　　豊(鹿児島) 北　山　道　子（岡　山）

５位 島　袋　正　和（沖　縄） 山　田　博　三（福　岡） 木　村　博　男(社会人） 渡　辺　信　行（山　口） 宮　田　友　紀（埼　玉）

６位 宜野座　　　功（沖　縄） 神　白　徹　雄（茨　城） 知　名　定　勝（沖　縄） 津　田　哲　夫（宮　城） 大 倉　志満恵（大　阪）

７位 西　島　範　之（福　岡） 宮　浦　力　男(神奈川） 内　田　義　一（兵　庫）

８位 今　村　拓　夫(鹿児島) 松　山　　　 茂(社会人） 鵜　飼　　　 勝（埼　玉）

９位 儀　間　光　広（沖　縄）

10位 下　地　武　光（沖　縄）

2004年 第16回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2003年 第15回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2002年 第14回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 男子６５才級 女　　子

１位 内　藤　隆　之（山　梨） 朝　生　照　雄（埼　玉） 阿野田　英 生（三　重） 登　坂　　　 勉（東　京） 白　岩　喜　子（東　京）

２位 島　袋　正　和（沖　縄） 和　田　信　雄（新　潟） 木　村　博　男(社会人） 金　澤　利　翼（広　島） 後 藤　多賀子（静　岡）

３位 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂(社会人） 斎　藤　忠　男（愛　媛） 小斉平　　　豊(鹿児島) 江 口　由利子（東　京）

４位 関　口　　　 勉（東　京） 岡　本　正　信(神奈川） 知　名　定　勝（沖　縄） 小　林　二　郎（東　京） 古　賀　瑞　穂（鳥　取）

５位 西　島　範　之（福　岡） 鹿　村　啓　一（岡　山） 樽　見　恒　生（大　阪） 津　田　哲　夫（宮　城） 丹　羽　裕　子（京　都）

６位 今　村　拓　夫(鹿児島) 神　白　徹　雄（茨　城） 森　山　年　章（兵　庫） 田　吹　俊　一（千　葉） 江 口　百合子（東　京）

７位 北　嶋　利　明（東　京） 山　田　博　三（福　岡） 渡　辺　今　山（山　口）

８位 中　村　勝　美（宮　城） 松　山　　　 茂(社会人） 小　田　博　人（島　根）

９位 松　澤　嘉　孝（長　野） 土　屋　透　治（東　京）

10位 中　山　　　 忍（兵　庫） 神　原　健　二（東　京）

11位 中　嶋　浩　樹(神奈川） 阿　部　忠　雄（栃　木）

12位 髙　野　常　清（千　葉） 山　岸　　　 徹（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 女　　子

１位 片　川　　　 淳（山　口） 朝　生　照　雄（埼　玉） 登　坂　　　 勉（東　京） 安　藤　保　子（鳥　取）

２位 今　村　拓　夫(鹿児島) 和　田　信　雄（新　潟） 金　澤　利　翼（広　島） 菊　地　寿　子（福　岡）

３位 石　川　栄　一（宮　城） 井　原　　　 茂(社会人） 木　村　博　男(社会人）

４位 下　地　武　光（沖　縄） 篠　原　信　良（東　京） 斎　藤　忠　男（愛　媛） 江 口　百合子（東　京）

５位 亀　山　芳　信（岡　山） 土　屋　透　治（東　京） 小斉平　　　豊(鹿児島) 北　山　道　子（岡　山）

６位 奥　田　裕　久(鹿児島) 佐　竹　次　郎（大　阪） 阿野田　英 生（三　重）

７位 松　澤　嘉　孝（長　野） 伊　集　守　夫（沖　縄） 知　名　定　勝（沖　縄）

８位 小　柴　良　介（兵　庫） 岩　崎　　　 清（東　京） 森　山　年　章（兵　庫）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 女　　子

１位 林　　　 久　司（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 石 川　早百合（埼　玉）

２位 朝　生　照　雄（埼　玉） 和　田　信　雄（新　潟） 金　澤　利　翼（広　島） 斉 藤　三千枝（福　島）

３位 石　川　栄　一（宮　城） 井　原　　　 茂(社会人） 阿野田　英 生（三　重） 浅 見　由理香（東　京）

４位 今　村　拓　夫(鹿児島) 岡　本　正　信(神奈川） 小　田　博　人（島　根）

５位 鶴　田　和　一（長　野） 前　田　憲　二（三　重） 木　村　博　男(社会人）

６位 片　川　　　 淳（山　口） 鹿　村　啓　一（岡　山） 山　村　豪　誉（岐　阜）

７位 亀　山　芳　信（岡　山） 川　上　昭　雄（東　京）

８位 箱　崎　一　俊（宮　城） 土　屋　透　治（東　京）

９位 石　津　永　司（東　京） 篠　原　信　良（東　京）

10位 大　西　秀　博（東　京） 阿　部　忠　雄（栃　木）

11位 福　島　親　男（長　崎）

12位 箱　守　義　彦（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 女　　子

１位 林　　　 久　司（東　京） 磯　村　俊　夫（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 吉　田　明　美（大　阪）

２位 朝　生　照　雄（埼　玉） 和　田　信　雄（新　潟） 登　坂　　　 勉（東　京） 木　村　澄　子（福　岡）

３位 鹿　村　啓　一（岡　山） 榊　原　建　二(社会人） 小斉平　　　豊(鹿児島) 伊　藤　ひとみ（沖　縄）

４位 今　村　拓　夫(鹿児島) 前　田　憲　二（三　重） 木　村　博　男(社会人）

５位 石　川　栄　一（宮　城） 宮　浦　力　男(神奈川） 福　山　武　男（東　京）

６位 亀　山　芳　信（岡　山） 川　上　昭　雄（東　京）

７位 下　田　　　 昇（愛　知） 篠　原　信　良（東　京）

８位 荒　川　敏　夫（栃　木） 石　毛　史　朗（埼　玉）

９位 塩　谷　勝　英（東　京） 阿野田　英 生（三　重）

10位 大　西　秀　博（東　京） 田　中　作　司（京　都）

11位 武　村　秀　也（大　阪） 高　橋　芳　孝（千　葉）

12位 岡　本　正　信(神奈川） 浦　崎　凡　弘（東　京）

2001年 第13回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2000年 第12回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1999年 第11回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1998年 第10回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子４０才級 男子５０才級 男子６０才級 女　　子

１位 島　袋　正　和（沖　縄） 磯　村　俊　夫（東　京） 金　澤　利　翼（広　島） 人　見　麗　子（東　京）

２位 今　村　拓　夫(鹿児島) 榊　原　建　二(社会人） 登　坂　　　 勉（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉）

３位 片　岡　俊　和(岡　山） 飯　富　幸　夫（東　京） 小斉平　　　豊(鹿児島) 岡　本　久　子(神奈川）

４位 岡　本　正　信(神奈川） 前　田　憲　二（三　重） 木　村　博　男(社会人） 石 川　早百合（埼　玉）

５位 鹿　村　啓　一（岡　山） 篠　原　信　良（東　京） 只　木　正　実（埼　玉） 丹　羽　裕　子（京　都）

６位 亀　山　芳　信（岡　山） 土　屋　透　治（埼　玉） 福　山　武　男（東　京） 児 島　多賀子（大　阪）

７位 塩　谷　勝　英（東　京） 宮　浦　力　男(神奈川）

８位 石　川　栄　一（宮　城） 阿野田　英 生（三　重）

９位 大　西　秀　博（東　京） 山　岸　　　 徹（東　京）

10位 石　澤　　　 孝（東　京） 青　山　　　 勝（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 女　　子

１位 朝　生　照　雄（埼　玉） 磯　村　俊　夫（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

２位 岡　本　正　信(神奈川） 土　屋　透　治（埼　玉） 田　附　充　子（福　岡）

３位 鹿　村　啓　一（岡　山） 阿野田　英 生（三　重） 岡　本　久　子(神奈川）

４位 岩　崎　　　 清(東　京） 内　田　義　一（兵　庫）

５位 今　村　拓　夫(鹿児島) 及　川　仁　志（愛　知）

６位 片　岡　俊　和（岡　山） 小　田　博　人（島　根）

７位 亀　山　芳　信（岡　山） 小斉平　　　豊(鹿児島)

８位 岸　本　正　治（岡　山） 斎　藤　忠　男（愛　媛）

９位 前　田　憲　二（三　重）

10位 内　田　　　 敏（東　京）

順位 男子４０才級 男子５０才級 女　　子

１位 高　西　文　利（長　崎） 磯　村　俊　夫（東　京） 上　野　結　花（東　京）

２位 朝　生　照　雄（埼　玉） 東海林　　　徹（兵　庫） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

３位 三　浦　巌　一（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 田　附　充　子（福　岡）

４位 岡　本　正　信(神奈川） 阿野田　英 生（三　重） 村　山　節　子（東　京）

５位 岩　崎　　　 清(東　京） 山　野　　　 稔（長　崎）

６位 下　田　　　 昇(　　　　） 阿　部　忠　雄（栃　木）

順位 男子４０才級 男子５０才級 女　　子

１位 朝　生　照　雄（埼　玉） 金　澤　利　翼（広　島） 佐　藤　芳　恵（福　岡）

２位 磯　村　俊　夫（東　京） 東海林　　　徹（兵　庫） 田　附　充　子（福　岡）

３位 鹿　村　啓　一（岡　山） 山　野　　　 稔（長　崎） 板 羽　由紀子（広　島）

４位 川　上　昭　雄（東　京） 飯　富　幸　夫（東　京）

５位 亀　山　芳　信（岡　山） 樽　見　一　太（大　阪）

６位 前　田　憲　二（三　重） 森　山　年　章（兵　庫）

７位 岩　崎　　　清（東　京）

８位 渡　辺　好　夫（群　馬）

９位 野　間　秀　彦（広　島）

10位 柾　木　　　 一（大　阪）

順位 男子４０才級 男子５０才級 女　　子

１位 磯　村　俊　夫（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 鹿 間　由利子（東　京）

２位 朝　生　照　雄（埼　玉） 金　澤　利　翼（広　島） 石 川　早百合（埼　玉）

３位 米　澤　　　 昭（大　阪） 内　田　義　一（兵　庫） 朝　生　記　子（埼　玉）

４位 前　田　憲　二（三　重） 森　山　年　章（兵　庫）

５位 亀　山　芳　信（岡　山） 水　谷　日出朗（京　都）

６位 東海林　　　徹（兵　庫） 阿野田　英 生（三　重）

７位 渡　辺　好　夫（群　馬） 浦　崎　凡　弘（東　京）

８位 俣　江　公　明(鹿児島)

９位 田　中　満　昭（兵　庫）

10位 上　田　恭　義（大　阪）

1995年 第７回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1997年 第９回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1996年 第８回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1994年 第６回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1993年 第５回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男　　子 女　　子

１位 朝　生　照　雄（埼　玉） 福　田　たまみ（東　京）

２位 亀　山　芳　信（岡　山） 佐 藤　千枝子（東　京）

３位 竹　下　浩　一（長　崎） 佐　藤　敦　子（宮　城）

４位 石　津　永　司（東　京）

５位 登　坂　　　 勉（東　京）

６位 前　田　憲　二（三　重）

７位 渡　辺　好　夫（群　馬）

８位 阿　部　忠　雄（栃　木）

９位 髙　野　常　清（千　葉）

10位 金　澤　利　翼（広　島）

順位 男　　子 女　　子

１位 磯　村　俊　夫（東　京） 須　藤　ゆ　き（東　京）

２位 田　場　英　一（沖　縄） 高　橋　洋　子（新　潟）

３位 登　坂　　　 勉（東　京） 佐 藤　千枝子（東　京）

４位 前　田　憲　二（三　重） 江　藤　あい子（埼　玉）

５位 伊　藤　由　大（静　岡） 本 間　久美子（埼　玉）

６位 井　原　　　 茂（埼　玉） 栗　原　亨　子（埼　玉）

順位 男　　子 女　　子

１位 磯　村　俊　夫（東　京） 中　村　泰　子（宮　城）

２位 伊　藤　由　大（静　岡） 北　野　イネ子（東　京）

３位 登　坂　　　 勉（東　京） 佐　藤　敦　子（宮　城）

４位 竹　下　浩　一（長　崎） 山　下　栄　子（大　阪）

５位 前　田　憲　二（三　重） 野　口　幸　代（東　京）

６位 金　澤　利　翼（広　島） 高　橋　洋　子（新　潟）

順位 男　　子 女　　子

１位 石　村　勝　巳（東　京） 大　垣　純　子（栃　木）

２位 松　川　　　 進（東　京） 野　口　幸　代（東　京）

３位 伊　藤　由　大（静　岡） 大　森　好　子（栃　木）

４位 竹　下　浩　一（長　崎） 江波戸　友 子（栃　木）

５位 前　田　憲　二（三　重） 高　橋　洋　子（新　潟）

６位 長 久　征二郎（福　岡） 山　口　みよ子（千　葉）

1990年 第２回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1989年 第１回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1992年 第４回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表

1991年 第３回 日本マスターズボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級
１位 赤　澤　範　昭（広　島） 津　田　    宏（東　京） 浅 野　喜久男（愛　知） 加　藤　直　之（神奈川） 谷　野　義　弘（東　京）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 小　森　康　裕（富　山） 重　岡　寿　典（広　島） 寺　地　進　一（東　京） 佐　藤　貴　規（東　京）
３位 古　志　啓　司（東　京） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 豊　島　     悟（東　京） 松　尾　幸　作（愛　知） 井　上　裕　章（静　岡）
４位 北　川　景太朗（東　京） 川　上　政　貴（宮　城） 加　藤　昌　平（愛　知） 村　松　幸　大（埼　玉） 仲　泊　兼　也（沖　縄）
５位 鳥谷部　智 起（東　京） 竹　村　     敦（愛　知） 河　野　智　洋（東　京） 金　井　雅　樹（大　阪） 郷　     直　樹（東　京）
６位 北　村　弘　行（社会人） 北　村　寿　邦（愛　知） 原　     哲　矢（神奈川） 三　好　達　朗（香　川） 征　矢　洋　文（長　野）
順位 男子80kg以下級 男子85kg以下級 男子90kg以下級
１位 松　岡　     啓（大　阪） 小　松　慎　吾（長　野） 辻　田　     勲（大　阪）
２位 北　村　智　昭（兵　庫） 奥　田　純　也（岐　阜） 井　上　     浩（大　阪）
３位 河　村　秀　美（広　島） 相　川　浩　一（東　京） 田　口　俊　介（東　京）
４位 佐　藤　浩　慈（福　岡） 久　松　一　貴（茨　城） 大　坪　二　郎（神奈川）
５位 野　村　政　盛（東　京） 東　     孝　宗（愛　知）
６位 兜　森　    剛（神奈川） 小　島　良　司（埼　玉）
順位 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ163cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ163cm超級
１位 宮　田　みゆき（東　京） 清　水　恵理子（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京）
２位 久　野　礼　子（東　京） 大　森　恵美子（東　京） 中　村　静　香（東　京）
３位 橋　木　亜　季（東　京） 安　田　敦　子（東　京） 髙 原　佐知子（東　京）
４位 佐 藤　美由紀（東　京） 阿　部　優　花（東　京） 堀　     結　華（広　島）
５位 宮　下　和　子（東　京） 渡　部　みゆき（神奈川）
６位 髙 松　眞里子（東　京） 磯　山　範　子（社会人）

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級
１位 溝　口　隆　広（静　岡） 重　岡　寿　典（広　島） 佐　藤　貴　規（東　京） 片　川　     淳（山　口） 山　口　     裕（埼　玉）
２位 古　志　啓　司（東　京） 津　田　     宏（東　京） 浅 野　喜久男（愛　知） 国　塚　清　久（神奈川） 仲　泊　兼　也（沖　縄）
３位 木　村　和　昭（岡　山） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 豊　島　     悟（東　京） 重　田　雅　治（山　口） 征　矢　洋　文（長　野）
４位 北　村　弘　行（社会人） 小　森　康　裕（富　山） 内　野　     充（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 谷　澤　一　矢（神奈川）
５位 川　上　利　宏（宮　城） 川　辺　     仁（大　阪） 伊　藤　一　洋（福　岡） 森　内　至　夫（大　阪） 小　野　善　行（東　京）
６位 髙　嶋　     学（東　京） 中　西　健　一（三　重） 石　井　輝　男（東　京） 福　嶋　亮　太（宮　城） 猿　山　直　史（大　阪）
順位 男子80kg以下級 男子85kg以下級 男子90kg以下級 男子90kg超級
１位 須 山　翔太郎（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知） 井　上　     浩（大　阪） 越　仮　正　敏（愛　知）
２位 小　松　慎　吾（長　野） 金　子　芳　宏（神奈川） 田　口　俊　介（東　京）
３位 髙　梨　圭　祐（東　京） 相　川　浩　一（東　京） 田　中　裕　也（栃　木）
４位 小　田　敏　郎（愛　知） 東　     孝　宗（愛　知） 五十嵐　樹 生（富　山）
５位 原　田　正　行（東　京）
順位 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ163cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ163cm超級
１位 山野内　里 子（愛　知） 清 水　恵理子（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京）
２位 橋　木　亜　季（東　京） 三 浦　恵美子（神奈川） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
３位 石　澤　静　江（栃　木） 加　藤　文　子（愛　知） 堀　     結　華（広　島）
４位 久　野　礼　子（東　京） 渡 部　みゆき（神奈川）
５位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 佐々木 真紀子（宮　城）
６位 髙 松　眞里子（東　京） 松　井　陽　子（東　京）

2016年 第20回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2015年 第19回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級
１位 古　志　啓　司(東　京) 津　田　      宏(東　京) 浅 野　喜久男(愛　知) 加　藤　直　之(神奈川) 佐　藤　貴　規(東　京)
２位 木　村　和　昭(岡　山) 溝　口　隆　広(静　岡) 豊　島　     悟(東　京) 国　塚　清　久(神奈川) 猿　山　直　史(大　阪)
３位 門　脇　祐　二(鳥　取) 小　森　康　裕(富　山) 重　岡　寿　典(山　口) 松　尾　幸　作(愛　知) 征　矢　洋　文(長　野)
４位 北　村　弘　行(社会人) 岩　尾　佳　毅(兵　庫) 伊　藤　一　洋(福　岡) 玉　井　正　宏(大　阪) 小　森　修　一(福　岡)
５位 亀　家　浩　一(鳥　取) 中　西　健　一(三　重) 北　原　     誠(佐　賀) 村　重　典　昭(山　口) 谷　澤　一　矢(神奈川)
６位 川　上　利　宏(宮　城) 竹　村　敦　司(愛　知) 福　田　伸　也(東　京) 重　田　雅　治(山　口) 加　藤　     佳(北海道)
順位 男子80kg以下級 男子85kg以下級 男子90kg以下級 男子90kg超級
１位 小　松　慎　吾(長　野) 木　澤　大　祐(愛　知) 井　上　      浩(大　阪) 岡　田　勝　成(埼　玉)
２位 髙　梨　圭　祐(東　京) 相　川　浩　一(東　京) 辻　田　      勲(大　阪)
３位 小　田　敏　郎(愛　知) 奥　田　純　也(岐　阜) 田　口　俊　介(東　京)
４位 河　村　秀　美(広　島) 吉　山　潤　一(長　崎) 大　坪　二　郎(神奈川)
５位 三　宅　泰　門(兵　庫) 東　     孝　宗(愛　知)
６位 山　田　賴　一(静　岡) 佐　藤　弘　人(大　阪)
順位 女子46kg以下級 女子49kg以下級 女子52kg以下級 女子55kg以下級 女子58kg以下級
１位 種 村　みつき(愛　知) 大　澤　直　子(東　京) 山野内　里 子(愛　知) 澤　田　めぐみ(東　京) 髙 原　佐知子(東　京)
２位 秋 山　千香子(東　京) 石　澤　静　江(栃　木) 清 水　恵理子(東　京) 足　立　晃　子(東　京) 廣　田　ゆ　み(愛　知)
３位 松　井　陽　子(東　京) 久　野　礼　子(東　京) 髙 松　眞里子(東　京) 山 﨑　美喜子(東　京) 堀　     結　華(広　島)
４位 深　作　靖　子(東　京) 佐 藤　美由紀(東　京) 三 浦　恵美子(神奈川)
５位 間　部　曜　子(神奈川) 大　西　弘　美(岡　山)
６位 国　田　真　紀(大　阪) 大 倉　志満恵(大　阪)

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 津　田　     宏（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野）  山　崎　岳　志（大　阪） 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　茂　男（東　京）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 原　　　 哲　矢（社会人） 1位 浅野喜久男（愛知） 加　藤　直　之（神奈川） 山　田　賴　一（静　岡）
３位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 河　野　智　洋（東　京） 2位 小 林 広 一（千葉） 征　矢　洋　文（長　野） 原　田　正　行（東　京）
４位 小　森　康　裕（富　山） 福　田　伸　也（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 林　　　 勇　宇（東　京） 佐　藤　大　作（鹿児島）
５位 甲　田　　　 敦（長　野） 伊　藤　一　洋（福　岡） 内　海　新　悟（秋　田） 村　重　典　昭（山　口）
６位 竹　村　敦　司（愛　知） 道　田　泰　三（大　阪） 重　岡　寿　典（山　口） 松 尾　隆太郎（千　葉）
順位 男子85kg級 男子90kg級 女子46kg級 女子49kg級 女子52kg級
１位 金　子　芳　宏（神奈川） 井　上　　　 浩（大　阪） 菅 原　佳代子（青　森） 石　澤　静　江（栃　木） 山野内　里 子（愛　知）
２位 小　田　敏　郎（愛　知） 種　村　みつき（愛　知） 久　野　礼　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）
３位 松　尾　泰　宏（東　京） 深　作　靖　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 髙 松　眞里子（東　京）
４位 河　村　秀　美（広　島） 内　海　勝　美（秋　田） 松　井　陽　子（東　京） 木　島　洋　子（東　京）
５位 東　　　 孝　宗（愛　知） 大　林　令　子（宮　城） 佐々木 真紀子（宮　城）
６位 根　津　　　 綾（社会人） 三 上　真紀子（静　岡） 小　林　奈　美（神奈川）
順位 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級
１位 足　立　晃　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 髙 原　佐知子（東　京）
２位 山 﨑　美喜子（東　京） 佐 藤　三佐子（東　京）
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順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 津　田　　　 宏（東　京） 重　岡　寿　典（山　口） 佐　藤　貴　規（東　京） 大 原　陽一郎（東　京） 須 山　翔太郎（東　京）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 原　　　 哲　矢（神奈川） 山　崎　岳　志（大　阪） 福　田　博　一（神奈川） 山　田　幸　浩（東　京）
３位 太　田　祐宇樹（東　京） 小久保　一　美（東　京） 加　藤　直　之（神奈川） 岡　部　謙　介（福　岡） 相　川　浩　一（東　京）
４位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 河　野　智　洋（東　京） 浅 野　喜久男（愛　知） 松　本　美　彦（東　京） 髙　梨　圭　祐（東　京）
５位 竹　村　敦　司（愛　知） 大　谷　宗　貴（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 征　矢　洋　文（長　野） 金　子　芳　宏（神奈川）
６位 甲　田　　　 敦（長　野） 鷲　巣　国　彦（長　野） 村　重　典　昭（山　口） 郷　　　　直　樹（東　京） 小　田　敏　郎（愛　知）
７位 小　林　　　 良（神奈川） 加　藤　　　 充（社会人） 国　塚　清　久（神奈川） 中　武　克　雄（大　阪） 原　田　正　行（東　京）
８位 川　辺　　　 仁（大　阪） 田　代　　　 圭（社会人） 奥　村　武　司（大　阪） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 兜　森　　　 剛（神奈川）
９位 北　村　弘　行（社会人） 伊　藤　一　洋（福　岡） 北　原　　　　誠（佐　賀） 谷　澤　一　矢（神奈川） 播　磨　　　 修（福　岡）
10位 北 川　景太朗（京　都） 内　野　　　 充（東　京） 豊　島　　　 悟（茨　城） 手　塚　　　 修（東　京） 花　島　正　志（東　京）
11位 宮　木　孝　寿（愛　知） 堤　　　 武　志（北海道） 加　賀　義　和（東　京） 齊　藤　康　二（東　京）
12位 鈴　木　理　克（東　京） 道　田　泰　三（大　阪） 重　田　雅　治（山　口） 前　田　龍　二（山　口）
順位 男子85kg級 男子90kg級 女子46kg級 女子49kg級 女子52kg級
１位 田　中　裕　也（栃　木） 井　上　　　 浩（大　阪） 秋 山　千香子（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 惠　良　律　子（東　京）
２位 松　尾　泰　宏（東　京） 大　坪　二　郎（神奈川） 大　林　令　子（宮　城） 久　野　礼　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）
３位 〔1位の選手失格に付繰上〕 田　口　俊　介（東　京） 深　作　靖　子（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 髙 松　眞里子（東　京）
４位 東　　　 孝　宗（愛　知） 間　部　曜　子（神奈川） 湯　澤　寿　枝（栃　木）
５位 小　島　良　司（埼　玉） 岩　永　昌　子（東　京） 佐々木 真紀子（宮　城）
６位 遠 藤　桂生美（鳥　取）
順位 女子55kg級 女子58kg級
１位 足　立　晃　子（東　京） 髙 原　佐知子（東　京）
２位 島 田　三佐子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
３位 山 﨑　美喜子（東　京） 三本木 しのぶ（栃　木）

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 溝　口　隆　広（静　岡） 小久保　一 美（東　京） 佐　藤　貴　規（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 山　田　幸　浩（東　京）
２位 甲　田　　　 敦（長　野） 重　岡　寿　典（山　口） 浅 野　喜久男（愛　知） 加　藤　直　之(神奈川) 須 山　翔太郎（東　京）
３位 内　野　　　 充（東　京） 原　　　 哲　矢(神奈川) 佐名木　宗 貴（大　阪） 征　矢　洋　文（長　野） 小　松　慎　吾（長　野）
４位 北　村　寿　邦（愛　知） 大　谷　宗　貴（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 郷　　　 直　樹（東　京） 小　森　修　一（福　岡）
５位 鈴　木　理　克（東　京） 田　代　　　 圭(社会人) 国　塚　清　久(神奈川) 和　泉　悠　太（東　京） 中　武　克　雄（大　阪）
６位 小　森　康　裕（富　山） 伊　藤　一　洋（福　岡） 岡　田　良　一（山　梨） 小　田　敏　郎（愛　知） 高　木　　　 昇(神奈川)
７位 寺　本　　　 貴（山　梨） 鷲　巣　国　彦（長　野） 竹　本　哲　也（大　阪） 岡　部　謙　介（福　岡） 花　島　正　志（東　京）
８位 北　村　弘　行（兵　庫） 道　田　泰　三（大　阪） 重　田　雅　治（山　口） 大 原　陽一郎（東　京） 原　田　正　行（東　京）
９位 川　辺　　　 仁（大　阪） 加　藤　裕　康（東　京） 成　田　晴　夫（千　葉） 鎌　田　　　 優（東　京） 中　島　幸　忠(神奈川)
10位 後　藤　　　 讓（東　京） 香　月　洋　輔（東　京） 小　宮　義　徳（東　京） 椿　　　幸　仁（三　重） 川　村　　　 崇（福　岡）
11位 市　川　敏　明（東　京） 丹　羽　真　一(社会人) 栁　沢　伸　一（東　京） 大　澤　　　 正（千　葉） 齋　藤　孝　治（宮　城）
12位 須　貝　誠　志（東　京） 竹　村　敦　司（愛　知） 松　尾　幸　作（香　川） 谷　澤　一　矢(神奈川)
順位 男子85kg級 男子90kg級 女子46kg級 女子49kg級 女子52kg級
１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 石　澤　静　江（栃　木） 山野内　里 子（愛　知） 惠　良　律　子（東　京）
２位 久　松　一　貴（茨　城） 大　坪　二　郎(神奈川) 佐 藤　美由紀（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 佐々木 あゆみ（静　岡）
３位 金　子　芳　宏(神奈川) 岸　岡　智　久（大　阪） 秋 山　千香子（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 田　中　久　美（東　京）
４位 松　尾　泰　宏（東　京） 辻　田　　　 勲（大　阪） 菅 原　佳代子（青　森） 安　田　敦　子（東　京） 木　島　洋　子（東　京）
５位 小　島　良　司（埼　玉） 東　　　奈々子（東　京） 大 倉　志満恵（大　阪）
６位 河　村　秀　美（広　島） 深　作　靖　子（東　京） 松　村　京　子（大　阪）
７位 佐　藤　弘　人（大　阪） 間　部　曜　子(神奈川)
８位 林　　　 利　昭（東　京） 島　田　弓　美（長　野）
９位 東　　　 孝　宗（愛　知） 篠　原　みゆき（兵　庫）
10位 山　田　雄　士(神奈川)
順位 女子55kg級 女子58kg級
１位 足　立　晃　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）
２位 髙 松　眞里子（東　京）
３位 古　幡　幸　子（長　野）
４位 深　町　 り　え(神奈川)
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順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 甲　田　　　 敦（長　野） 津　田　　　 宏（東　京） 山　崎　岳　志（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 鈴　木　　　 雅（東　京）
２位 川　村　正　美（宮　城） 小久保　一 美（東　京） 佐　藤　貴　規（東　京） 加　藤　直　之(神奈川） 髙　梨　圭　祐（東　京）
３位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 重　岡　寿　典（山　口） 井　上　裕　章（静　岡） 鎌　田　　　 優（東　京） 山　田　幸　浩（東　京）
４位 北　村　寿　邦（愛　知） 大　谷　宗　貴（東　京） 郷　　　 直　樹（東　京） 征　矢　洋　文（長　野） 増　田　卓　也（大　阪）
５位 内　野　　　 充（東　京） 田　代　　　 圭(社会人） 小　林　広　一（千　葉） 佐　藤　茂　男（東　京） 北　村　智　昭（兵　庫）
６位 北　村　弘　行（兵　庫） 竹　村　敦　司（愛　知） 浅 野　喜久男（愛　知） 大 原　陽一郎（東　京） 小　田　敏　郎（愛　知）
７位 須　藤　高　峰（東　京） 児 玉　賢太郎（長　野） 松　尾　幸　作（香　川） 岡　部　謙　介（東　京） 小　森　修　一(社会人）
８位 桑　島　　　 聡（富　山） 加　藤　　　 充(社会人） 城　間　　　 明（沖　縄） 林　　　 勇　宇（東　京） 和　泉　悠　太（東　京）
９位 川　辺　　　 仁（大　阪） 宮　島　　　 望（三　重） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 高　木　　　 昇(神奈川） 松 尾　隆太郎（千　葉）
10位 真　島　洋　一（東　京） 今　村　　　 敬（宮　城） 小　宮　義　徳（東　京） 藤　澤　　　 豊（東　京） 山　田　賴　一（静　岡）
11位 市　川　敏　明（埼　玉） 山　川　健　司（東　京） 平　野　則　正（京　都） 金　井　雅　樹（大　阪） 中　島　幸　忠(神奈川）
12位 清　水　嘉　春（長　野） 徳　田　克　彦（静　岡） 長　門　伸　悟（沖　縄） 谷　澤　一　矢(神奈川） 三　宅　泰　門（兵　庫）
順位 男子85kg級 男子90kg級 男子90kg超級 女子46kg級 女子49kg級
１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 三　橋　信　之（三　重） 佐 藤　美由紀（東　京） 惠　良　律　子（東　京）
２位 久　松　一　貴（茨　城） 岸　岡　智　久（大　阪） 石　澤　静　江（栃　木） 山野内　里 子（愛　知）
３位 松　尾　泰　宏（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 湯　澤　寿　枝（栃　木）
４位 小　島　良　司（埼　玉） 東　　　奈々子（東　京） 安　田　敦　子（東　京）
５位 佐　藤　弘　人（大　阪） 深　作　靖　子（東　京） 大 倉　志満恵（大　阪）
６位 東　江　英　行(社会人） 間　部　曜　子(神奈川）
７位 河　村　秀　美（広　島） 石 渡　美弥子（東　京）
８位 平　澤　達　哉（宮　城） 白　川　初　美（岐　阜）
９位 前　島　重　樹（長　野） 三 上　真紀子（静　岡）
10位 東　　　 孝　宗（愛　知） 島　田　弓　美（長　野）
11位 林　　　 利　昭（東　京）
12位 村　山　　　 元（新　潟）
順位 女子52kg級 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級
１位 足　立　晃　子（東　京） 深　町　り　え（神奈川） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 相　馬　貴　子（長　野）
２位 佐々木 あゆみ（静　岡） 古　幡　幸　子（長　野） 髙 原　佐知子（東　京）
３位 水　野　浩　美（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 若　林　佳　子（東　京）
４位 木　島　洋　子（東　京）
５位 髙 松　眞里子（東　京）
６位 山 崎　美喜子（東　京）
７位 岡　田　英　子（鳥　取）

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 小久保　一　美（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 難　波　文　義（三　重） 中　武　克　雄（大　阪）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 山　崎　岳　志（大　阪） 浅 野　喜久男（愛  知） 松　下　純　治（沖　縄） 小　田　敏　郎（愛　知）
３位 宮　木　孝　寿（愛　知） 田　代　　　 圭(社会人） 奥　村　武　司（大　阪） 加　藤　直　之（千　葉） 小　森　修　一(社会人）
４位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 児 玉　賢太郎（長　野） 神　野　裕　二（愛　知） 征　矢　洋　文（長　野） 内　藤　隆　之（山　梨）
５位 清　水　嘉　春（長　野） 重　岡　寿　典（山　口） 平　野　則　正（京　都） 西　谷　芳　春（新　潟） 川　村　　　 崇（福　岡）
６位 大　坂　圭　一（徳　島） 甲　田　　　 敦（長　野） 仲　本　智　治（大　阪） 郷　　　 直　樹（東　京） 三　宅　泰　門（兵　庫）
７位 小　森　康　裕（富　山） 丹　羽　真　一(社会人） 大　庭　範　久（福　岡） 高　木　　　 昇(神奈川） 小　松　慎　吾（長　野）
８位 川　辺　　　 仁（大　阪） 犬　束　貴　博（福　岡） 重　田　雅　治（山　口） 谷　澤　一　矢(神奈川） 山　田　頼　一（静　岡）
９位 日　下　哲　也（大　阪） 宮　島　　　 望（三　重） 徳　田　克　彦（静　岡） 猿　山　直　史（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪）
10位 北　村　弘　行（兵　庫） 中　西　健　一（三　重） 村　重　典　昭（山　口） 五　嶋　弘　美（福　岡）
11位 平　田　　　 玲（香　川） 桑　島　　　 聡（富　山） 知　念　康　成（沖　縄） 前　田　龍　二（山　口）
12位 千　束　正　彦(社会人） 山　下　賢　二（大　阪） 福　山　慎　吾（愛　媛） 多治見　聡 嗣（愛　知）
13位 柏　倉　充　圭（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野） 小　原　　　 章（大　阪） 岡　　　 育　宏（山　口）
14位 松　永　栄　司（愛　知） 荒　牧　友　宏（京　都） 粟　田　栄　治（徳　島）
15位 勝　田　耕　一（大　阪） 佐々木　仁 史（東　京）
順位 男子85kg級 男子90kg級 女子46kg級 女子49kg級 女子55kg級
１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 佐 藤　美由紀（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 今　村　直　子（大　阪）
２位 金　子　芳　宏(神奈川） 辻　　　 紀　子（三　重） 北　川　み　ほ（東　京） 足　立　晃　子（東　京）
３位 小　島　良　司（埼　玉） 国　田　真　紀（大　阪） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 秋 山　加津美（大　阪）
４位 東　　　 孝　宗（愛　知） 篠　原　みゆき（兵　庫） 大 倉　志満恵（大　阪） 山　崎　智　香（東　京）
５位 前　島　重　樹（長　野） 間　部　曜　子(神奈川） 松　村　京　子（大　阪）
６位 林　　　 利　昭（東　京）
順位 女子58kg級 女子58kg超級
１位 勝　　　あゆみ（三　重） 西　本　朱　希（東　京）
２位 廣　田　ゆ　み（愛　知）

2009年 第13回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2010年 第14回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級
１位 小久保　一 美（東　京） 津　田　     宏（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 谷　野　義　弘（東　京） 鈴　木　     雅（東　京）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 佐　藤　貴　規（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 征　矢　洋　文（長　野） 松 尾　隆太郎（千　葉）
３位 川　村　正　美（宮　城） 丹　羽　真　一(社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 郷　     直　樹（東　京） 小　田　敏　郎（愛　知）
４位 中　西　健　一（三　重） 田　代　     圭（愛　知） 平　野　則　正（京　都） 髙　梨　圭　祐（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）
５位 小　森　康　裕（富　山） 甲　田　     敦（長　野） 井　上　裕　章（静　岡） 谷　澤　一　矢(神奈川） 高　木　     昇(神奈川）
６位 穗　積　     晃（長　崎） 児 玉　賢太郎（長　野） 竹　本　哲　也（広　島） 猿　山　直　史（大　阪） 川　村　     崇（福　岡）
７位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 竹　村　敦　司（愛　知） 内　海　新　悟（福　岡） 五　嶋　弘　美（福　岡） 井　上　博　樹（大　阪）
８位 北　村　弘　行（兵　庫） 重　岡　寿　典（山　口） 播　磨　     修（福　岡） 小　森　修　一（福　岡） 村　山　     元（新　潟）
９位 西　川　雅　也（愛　知） 鷲　巣　国　彦（長　野） 北　原　     誠（佐　賀） 佐々木　仁 史（東　京） 有　門　勝　久（福　岡）
10位 小　林　     良(神奈川） 中　嶋　     充（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡） 片　井　     忠（福　岡） 森　     正　樹（京　都）
11位 犬　束　貴　博（福　岡） 徳　田　克　彦（静　岡） 竹之内　　　正（茨　城） 岡　     育　宏（山　口）
12位 川　辺　     仁（大　阪） 下　山　安　彦（長　崎） 今　村　孝　文（福　岡）
13位 千　束　正　彦(社会人） 伊　藤　一　洋（福　岡） 重　田　雅　治（山　口）
14位 柏　倉　充　佳（東　京） 宮　島　     望（三　重） 原　武　章　博（東　京）
15位 上　田　裕　司（福　岡） 嶽　     美　秀（兵　庫） 村　重　典　昭（山　口）
順位 男子85kg級 男子90kg級 男子90kg超級 女子46kg級 女子49kg級
１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　     浩（大　阪） 三　橋　信　之（三　重） 大　澤　直　子（東　京） 猪　原　美　樹(鹿児島）
２位 吉　山　潤　一（長　崎） 平　田　     隆（京　都） 辻　     紀　子（三　重） 山野内　里 子（愛　知）
３位 見　田　達　也(社会人） 友　納　耕　二（福　岡） 国　田　真　紀（大　阪） 藤　田　未　央（福　岡）
４位 辻　田　     勲（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪）
５位 松　村　京　子（大　阪）
順位 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級 男子マスターズ45才級 男子マスターズ55才級
１位 足　立　晃　子（東　京） 佐々木　亜　紀（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 杉　内　忠　久（福　岡）
２位 北　川　み　ほ（東　京） 勝　　　 あゆみ（三　重） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 丹　羽　真　一(社会人）
３位 山　﨑　智　香（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）
４位 竹　村　敦　司（愛　知）
５位 五　嶋　弘　美（福　岡）
６位 小　笹　秀　明(社会人）
７位 村　重　典　昭（山　口）
８位 千　束　正　彦(社会人）
９位 吉　田　秀　一（富　山）
10位 石　丸　広　史（福　岡）
11位 竹　歳　朋　晃（鳥　取）

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級

１位 小久保　一 美（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 近　藤　賢　司（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 溝　口　隆　広（静　岡） 佐　藤　貴　規（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 片　川　　　 淳（山　口） 北　村　智　昭（兵　庫）

３位 川　村　正　美（宮　城） 佐　倉　信　一(神奈川） 平　野　則　正（京　都） 郷　　　 直　樹（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京）

４位 赤　澤　範　昭（広　島） 田　代　　　 圭（愛　知） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 征　矢　洋　文（長　野） 花　島　正　志（東　京）

５位 宮　木　孝　寿（愛　知） 児 玉　賢太郎（長　野） 北　原　　　 誠（佐　賀） 小　森　修　一（福　岡） 山　田　賴　一（静　岡）

６位 北　村　弘　行（兵　庫） 勝　田　耕　一（大　阪） 成　田　晴　夫（千　葉） 高　木　　　 昇(神奈川） 田　所　勇　二（茨　城）

順位 男子85kg級 男子90kg級 男子90kg超級 女子46kg級 女子49kg級

１位 木　澤　大　祐（愛　知） 林　　　 英　二（長　野） 井　上　　　 浩（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 恵　良　律　子（東　京）

２位 鈴　木　　　 雅（東　京） 中　澤　智　之（東　京） 三　橋　信　之（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重） 山野内　里 子（愛　知）

３位 金　子　芳　宏(神奈川） 大　渡　祐　司(社会人） 大　林　令　子（宮　城） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

４位 堀　江　雅　貴（東　京） 間　部　曜　子(神奈川） 高 松　眞里子（東　京）

５位 芝　原　茂　樹（徳　島） 高　橋　美　津（東　京）

６位 辻　田　　　 勲（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪）

順位 女子52kg級 女子55kg級 女子58kg級 男子マスターズ45才級 男子マスターズ55才級

１位 天　童　あゆみ（東　京） 秋 山　加津美（大　阪） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 片　川　　　 淳（山　口） 蜂　須　　　 貢（愛　知）

２位 足　立　晃　子（東　京） 北　川　み　ほ（東　京） 若　林　佳　子(神奈川） 内　藤　隆　之（山　梨） 菊　池　正　幸（宮　城）

３位 水　野　浩　美（東　京） 岡　村　和　英（兵　庫） 山　崎　智　香（東　京） 小　島　良　司（埼　玉） 登　坂　　　 勉（東　京）

４位 坂　本　涼　子（愛　知） 村　岡　由　子(神奈川） 田　所　勇　二（茨　城） 宮　浦　力　男(神奈川）

５位 立　林　千　里（新　潟） 田 後　由美子（東　京） 芝　原　茂　樹（徳　島） 石　津　永　司（東　京）

６位 成　田　晴　夫（千　葉） 松　山　　　 茂(社会人）

順位 ジュニア70kg級 ジュニア70kg超級

１位 山　田　祐　揮（愛　知） 鈴　木　健　太（宮　城）

２位 高　瀬　恵　介（愛　知）

2008年 第12回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2007年 第1１回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 小久保　一 美（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 相　川　浩　一（東　京）

２位 重　岡　寿　典（山　口） 前　川　武　宣（山　梨） 村　松　幸　大（埼　玉） 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京）

３位 仲宗根　義 則（沖　縄） 赤　澤　範　昭（広　島） 奥　村　武　司（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 尾　崎　昭　仁（新　潟）

４位 宮　木　孝　寿（愛　知） 溝　口　隆　広（静　岡） 廣　田　俊　彦（愛　知） 征　矢　洋　文（長　野） 松 尾　隆太郎（東　京）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 佐　藤　貴　規（東　京） 増　田　和　典（香　川） 谷　澤　一　矢(神奈川） 内　藤　隆　之（山　梨）

６位 清　水　嘉　春（長　野） 加　藤　直　之（千　葉） 小　森　修　一（福　岡） 小　田　敏　郎（愛　知） 山　田　頼　一（静　岡）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 男子９０kg超級 女子４６kg級 女子４９kg級

１位 今　中　直　博（大　阪） 木　澤　大　介（愛　知） 井　上　　　 浩（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 恵　良　律　子（東　京）

２位 下　田　雅　人（千　葉） 長　沼　弘　修（東　京） 大　坪　二　郎（東　京） 大　林　令　子（宮　城） 谷　　　 佳　世（東　京）

３位 佐々木　　　晋（東　京） 西　田　哲　之（愛　知） 辻　　　 紀　子（三　重） 丹　羽　裕　子（京　都）

４位 金　子　芳　宏(神奈川） 中　澤　智　之（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 高　橋　美　津（東　京）

５位 加　瀬　幸　男（東　京） 大 倉　志満恵（大　阪）

６位 堀　江　雅　貴（東　京） 松　村　京　子（大　阪）

順位 女子５２kg級 女子５５kg級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級

１位 今　村　直　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京）

２位 足　立　晃　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 若　林　佳　子(神奈川）

３位 天　童　あゆみ（東　京） 古　幡　幸　子（長　野）

４位 坂　本　涼　子（愛　知）

５位 髙 松　眞里子（東　京）

６位 市　原　恵　江（東　京）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 赤　澤　範　昭（広　島） 前　川　武　宣（山　梨） 廣　田　俊　彦（愛　知） 近　藤　賢　司（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 溝　口　隆　広（静　岡） 津　田　　　 宏（東　京） 平　野　則　正（沖　縄） 征　矢　洋　文（長　野） 花　島　正　志（東　京）

３位 木　村　和　昭（岡　山） 竹　村　敦　司（愛　知） 糸　賀　隆　史（東　京） 塚　本　健　二（群　馬） 内　藤　隆　之（山　梨）

４位 清　水　嘉　春（長　野） 宮　島　　　 望（三　重） 青　柳　　　 武（東　京） 岡　田　良　一（山　梨） 長　橋　克　明（東　京）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 鷲　巣　国　彦（長　野） 前　田　耕　二（東　京） 谷　澤　一　矢(神奈川） 山　田　賴　一（静　岡）

６位 小　森　康　裕（富　山） 児 玉　賢太郎（長　野） 細　江　俊　郎（愛　知） 中　武　克　雄（大　阪）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 女子４６kg級 女子４９kg級 女子５２kg級

１位 今　中　直　博（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 石　澤　静　江（栃　木） 大　澤　直　子（東　京） 今　村　直　子（大　阪）

２位 長　沼　弘　修（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 丹　羽　裕　子（京　都） 天　童　あゆみ（東　京）

３位 赤　木　淳　平（沖　縄） 安　福　浩　二（大　阪） 辻　　　 紀　子（三　重） 足　立　晃　子（東　京）

４位 平　澤　達　哉（宮　城） 三　橋　信　之（三　重）

５位 河　合　　　 寛(神奈川）

順位 女子５５kg級 女子５８ｋｇ級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ４５才級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ５０才級

１位 古　幡　幸　子（長　野） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 片　川　　　 淳（山　口） 中　嶋　浩　樹(神奈川）

２位 秋 山　加津美（大　阪） 奥　村　武　司（大　阪）

３位 佐々木　亜 紀（愛　知） 河　原　春　海（静　岡）

４位 矢　崎　丹　堂（静　岡）

５位 山　本　一　郎（埼　玉）

2006年 第10回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2005年 第９回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 前　川　武　宣（山　梨） 津　田　　　 宏（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 田　代　　　 誠（東　京） 山　田　賴　一（静　岡）

２位 赤　澤　範　昭（広　島） 小久保　一 美（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 近　藤　賢　司（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京）

３位 溝　口　隆　広（静　岡） 丹　羽　真　一（愛　知） 北　原　　　 誠（佐　賀） 山　本　昌　弘（東　京） 中　武　克　雄（大　阪）

４位 内　野　晃　宏（新　潟） 児 玉　賢太郎（長　野） 内　田　幸　二（東　京） 高　梨　圭　祐（東　京） 長　橋　克　明（東　京）

５位 井　上　博　紀（東　京） 篠　端　直　人（埼　玉） 長　門　伸　悟（沖　縄） 難　波　文　義（三　重） 岩 尾　雄一郎（大　阪）

６位 清　水　嘉　春（長　野） 中　西　健　一（三　重） 塚　本　健　二（群　馬） 森　　　 正　樹（京　都）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 男子９０kg超級 女子４６kg級 女子４９kg級

１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　直　胤（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 丹　羽　裕　子（京　都）

２位 木　澤　大　祐（愛　知） 田　所　勇　二（茨　城） 大　林　令　子（宮　城）

３位 内　藤　隆　之（山　梨） 石　澤　静　江（栃　木）

４位 掘　江　雅　貴（東　京） 鍛　治　郁　美（富　山）

５位 林　　　 利　昭（東　京）

６位 赤　木　淳　平（沖　縄）

順位 女子５５kg級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ４５才級 男子ジュニア

１位 宮 坂　美紀子（長　野） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 井　上　裕　子（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 荒　牧　友　宏（京　都）

２位 佐々木　亜 紀（愛　知） 高　橋　有　文（東　京）

３位 中　嶋　浩　樹(神奈川）

４位 松　澤　嘉　孝（長　野）

５位 高　井　康　弘（東　京）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 赤　澤　範　昭（広　島） 津　田　　　  宏（東　京） 田　代　　　 誠（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 溝　口　隆　広（静　岡） 前　川　武　宣（山　梨） 廣　田　俊　彦（愛　知） 近　藤　賢　司（東　京） 佐々木　　　晋（東　京）

３位 保　積　　　 晃（長　崎） 児 玉　賢太郎（長　野） 村　松　幸　大（埼　玉） 山　本　昌　弘（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知）

４位 石　川　栄　一（宮　城） 中　西　健　一（三　重） 奥　村　武　司（大　阪） 岡　田　良　一（山　梨） 山　田　頼　一（静　岡）

５位 佐　藤　貴　規（東　京） 竹　村　敦　司（愛　知） 平　野　則　正（愛　知） 辻　　　 善　衛（三　重） 長　橋　克　明（東　京）

６位 北　村　弘　行（兵　庫） 北　野　博　也（兵　庫） 永　見　信　光（東　京） 征　矢　洋　文（長　野） 金　子　芳　宏(神奈川）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 女子４６kg級 女子５２kg級 女子５５kg級

１位 内　藤　隆　之（山　梨） 井　上　　　 浩（大　阪） 辻　　　 紀　子（三　重） 水　間　詠　子（東　京） 宮 坂　美紀子（長　野）

２位 下　田　雅　人（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 大　林　令　子（宮　城）

３位  平　田　健　二(神奈川） 田　所　勇　二（茨　城） 山　田　和　子（山　梨）

４位 林　　　 利　昭（東　京） 小　暮　貴　男（埼　玉）

５位 生　稲　悦　宏（東　京） 大　渡　祐　司（宮　崎）

６位 小　暮　貴　男（東　京）

順位 女子５７ｋｇ級 女子５７kg超級

１位 廣　田　ゆ　み（愛　知） 井　上　裕　子（大　阪）

２位 佐々木　亜 紀（愛　知）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 赤　澤　範　昭（広　島） 津　田　　　 宏（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 田　代　　　 誠(鹿児島) 山　岸　秀　匡（東　京）

２位 石　川　栄　一（宮　城） 前　川　武　宣（山　梨） 村　松　幸　大（埼　玉） 合　戸　孝　二（静　岡） 長　橋　克　明（東　京）

３位 小久保　一 美（東　京） 田　中　英　年（東　京） 小　林　広　一（千　葉） 谷　野　義　弘（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川）

４位 和　田　信　雄（新　潟） 児 玉　賢太郎（長　野） 浅 野　喜久雄（愛　知） 近　藤　賢　司（東　京） 片　川　　　 淳（山　口）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 篠　端　直　人（埼　玉） 内　田　幸　二（東　京） 山　本　昌　弘（東　京） 松 尾　隆太郎（千　葉）

６位 清　水　嘉　春（長　野） 北　野　博　也（兵　庫） 奥　村　武　司（大　阪） 難　波　文　義（三　重） 前 田　佳壽彦（兵　庫）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 男子９０kg超級 女子５２kg級 女子５７kg級

１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 井　上　直　胤（大　阪） 水　間　詠　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

２位 小　沼　敏　雄（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 佐々木　景 子（東　京）

３位 内　藤　隆　之（山　梨） 田　所　勇　二（茨　城） 大　橋　洋　子（東　京）

４位 長　沼　弘　修（東　京） 三　橋　信　之（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重）

５位 小　暮　貴　男（埼　玉） 田　口　俊　介（東　京） 児 島　多賀子（大　阪）

６位 林　　　 利　昭（東　京） 関　　　 雅　子（大　阪）
順位 女子５７kg超級

１位 井　上　裕　子（大　阪）

2004年 第８回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2003年 第７回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2002年 第６回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 田　代　　　 誠(鹿児島) 山　岸　秀　匡（東　京）

２位 赤　澤　範　昭（広　島） 菊　池　正　幸（宮　城） 廣　田　俊　彦（愛　知） 谷　野　義　弘（東　京） 岩 尾　雄一郎（大　阪）

３位 小久保　一 美（東　京） 前　川　武　宣（山　梨） 松　村　幸　大（埼　玉） 近　藤　賢　司（東　京） 中　村　光　利（東　京）

４位 中　西　健　一（三　重） 田　中　英　年（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 山　田　頼　一（静　岡） 久保田　　　武（長　野）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 児 玉　賢太郎（長　野） 氷　見　信　光（東　京） 松 尾　隆太郎（千　葉） 金　子　芳　宏(神奈川）

６位 中　井　大　樹（東　京） 北　野　博　也（兵　庫） 内　田　幸　二（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 高　橋　欣　弥（東　京）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 女子４６kg級 女子４９kg級 女子５２kg級

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 吉　良　明　子（東　京） 鶴　田　直　美（福　岡） 水　間　詠　子（東　京）

２位 相　川　浩　一（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 辻　　　 紀　子（三　重） 井 筒　由美子（宮　城） 大須賀　叔 江（東　京）

３位 内　藤　隆　之（山　梨） 中　澤　智　之（東　京） 相　馬　正　子(鹿児島) 関　　　雅　子（大　阪）

４位 小　暮　貴　男（埼　玉） 山　本　直　子（広　島）

５位 林　　　 利　昭（東　京）

６位 石　井　直　方（東　京）

順位 女子５５kg級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ７０kg級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ７０kg超級

１位 井　上　裕　子（大　阪） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 鹿　村　啓　一（岡　山） 朝　生　照　雄（埼　玉）

２位 佐々木　亜 紀（愛　知） 石　澤　　　 孝（東　京） 松　澤　嘉　孝（長　野）

３位 丸 山　佳余子（長　野） 辺 見　不二男（福　島） 石　津　永　司（東　京）

順位 男子ジュニア

１位 水　野　友　広（愛　知）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 合　戸　孝　二（静　岡） 原 田　誠一郎（東　京）

２位 赤　澤　範　昭（広　島） 佐　藤　俊　充（東　京） 松　村　幸　大（埼　玉） 谷　野　義　弘（東　京） 尾　崎　昭　仁（新　潟）

３位 中　西　健　一（三　重） 田　中　英　年（東　京） 大河原　久 典（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 小　島　良　司（埼　玉）

４位 山　本　　　 眞（大　阪） 橋　本　将　之（京　都） 富　田　真　一（愛　知） 松 尾　隆太郎（千　葉） 高　橋　欣　弥（東　京）

５位 清　水　嘉　春（長　野） 児 玉　賢太郎（長　野） 内　田　幸　二（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 松　澤　嘉　孝（長　野）

６位 北　村　弘　行（兵　庫） 竜　崎　　　 隆（大　阪） 北　嶋　利　明（東　京） 野　澤　　　勉（千　葉） 片　井　　　 忠（福　岡）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 男子９０kg超級 女子４６kg級 女子４９kg級

１位 相　川　浩　一（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 新 井　美智男（群　馬） 朝　生　記　子（埼　玉） 水　間　詠　子（東　京）

２位 丸　川　　　 洋（岡　山） 井　上　　　 浩（大　阪） 吉　良　明　子（東　京） 羽　田　京　子（長　野）

３位 林　　　 利　昭（東　京） 三　橋　信　之（三　重） 大　橋　洋　子（東　京）

４位 小　暮　貴　男（埼　玉） 臼　井　オサム（東　京） 大　津　直　子（石　川）

５位 鶴　田　和　一（長　野） 相　馬　正　子(鹿児島)

６位 山　田　頼　一（静　岡）

順位 女子５２kg級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級 男子マスターズ 男子ジュニア

１位 佐々木　亜 紀（愛　知） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉） 水　野　友　広（愛　知）

２位 関　　　 雅　子（大　阪） 相　馬　貴　子（長　野） 辺 見　不二男（福　島）

３位 丸 山　佳余子（長　野）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京） 松　村　幸　大（埼　玉） 田　代　　　 誠(鹿児島) 谷　野　義　弘（東　京）

２位 前　川　武　宣（山　梨） 菊　池　正　幸（宮　城） 島　津　忠　久（京　都） 合　戸　孝　二（静　岡） 山　岸　秀　匡（東　京）

３位 北　野　博　也（兵　庫） 山　辺　素　史（埼　玉） 小　笹　秀　明(北海道) 廣　田　俊　彦（愛　知） 原 田　誠一郎（東　京）

４位 和　田　信　雄（新　潟） 小久保　一 美（東　京） 飯　野　昌　義（栃　木） 近　藤　賢　司（東　京） 尾　崎　昭　仁（新　潟）

５位 須　藤　高　峰（東　京） 田　中　英　年（東　京） 桐　生　辰　男（新　潟） 大河原　久 典（東　京） 林　　　 利　昭（東　京）

６位 清　水　嘉　春（長　野） 今　泉　　　 茂（東　京） 仲　本　智　治（大　阪） 佐々木　　　晋（東　京） 天　童　曹　耀（東　京）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 男子９０kg超級 女子４６kg級 女子４９kg級

１位 川　口　千　晶（岡　山） 井　上　　　浩（大　阪） 新 井　美智男（群　馬） 朝　生　記　子（埼　玉） 杉 井　ますみ（東　京）

２位 内　藤　隆　之（山　梨） 大久保　信 昭（大　阪） 岩　崎　千　尋（新　潟） 井 筒　由美子（宮　城）

３位 小　嶋　良　昭（宮　城）

４位 田　所　勇　二（茨　城）

５位 小　島　良　司（埼　玉）

６位 平　田　健　二(神奈川）

順位 女子５２kg級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級

１位 水　間　詠　子（東　京） 秋 山　加津美（大　阪） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

２位 関　　　 雅　子（大　阪）

３位 丸 山　佳余子（長　野）

2000年 第４回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

1999年 第３回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

2001年 第５回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 菊　池　正　幸（宮　城） 廣　田　俊　彦（愛　知） 高　西　文　利（長　崎） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 前　川　武　宣（山　梨） 津　田　　　 宏（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 近　藤　賢　司（東　京） 山　岸　秀　匡（東　京）

３位 田　中　英　年（東　京） 小久保　一 美（東　京） 手　塚　光　生（東　京） 山　田　頼　一（静　岡） 石　崎　秀　二（東　京）

４位 千　束　正　彦（東　京） 野　下　猛　司（東　京） 下　地　武　光（沖　縄） 天　童　曹　耀（東　京）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 本　多　常　秀（沖　縄） 小　笹　秀　明(北海道) 草　摘　順　壱(神奈川）

６位 関　根　　　 理（東　京） 山　本　　　 眞（大　阪） 鹿　村　啓　一（岡　山） 大　橋　勝　彦（宮　崎）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 女子４６kg級 女子４９kg級 女子５２kg級

１位 内　藤　隆　之（山　梨） 小　沼　敏　雄（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 水　間　詠　子（東　京）

２位 井　上　　　 浩（大　阪） 黒　須　義　弘（栃　木） 竹 内　美千代(神奈川） 石　川　祐　子（東　京）

３位 川　口　千　晶（岡　山） 水　野　浩　美（東　京）

４位 小　島　良　司（埼　玉） 羽　田　京　子（長　野）

５位 林　　　 久　司（東　京）

６位 葛　西　孝　志（東　京）

順位 女子５５ｋｇ級 女子５８ｋｇ級 女子５８kg超級

１位 村　山　節　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 菊　池　正　幸（宮　城） 廣　田　俊　彦（愛　知） 山　本　昌　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 本　多　常　秀（沖　縄） 富　田　真　一（愛　知） 津　田　　　 宏（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 高　西　文　利（長　崎）

３位 中　山　尚　志（栃　木） 小久保　一　美（東　京） 鹿　村　啓　一（岡　山） 近　藤　賢　司（東　京） 石　坂　哲　也(神奈川）

４位 和　田　信　雄（新　潟） 川　村　　　 茂（東　京） 小　笹　秀　明(北海道) 中　村　勝　美（宮　城） 相　川　浩　一（東　京）

５位 野　崎　信　夫（沖　縄） 金　城　友　一（沖　縄） 駒　木　和　人（宮　城） 内　田　勝　久(社会人） 川　口　千　晶（岡　山）

６位 千　束　正　彦（東　京） 合　戸　孝　二（静　岡） 桐　生　辰　男（新　潟） 渡　辺　　　 孝（福　島） 片　井　　　 忠（福　岡）

順位 男子８５kg級 女子４６kg級 女子４９kg級 女子５２kg級 女子５５kg級

１位 上　野　克　彦（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 大　垣　純　子（栃　木）

２位 内　藤　隆　之（山　梨） 竹 内　美千代(神奈川） 田　附　充　子（福　岡） 水　野　浩　美（東　京） 浜　永　祐　子（東　京）

３位 小　島　良　司（埼　玉） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 佐々木　亜 紀（東　京）

４位 小　嶋　良　昭（宮　城）

５位 橋　村　　　 茂（東　京）

順位 女子５８ｋｇ級

１位 廣　田　ゆ　み（愛　知）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 小　宮　克　己（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 廣　田　俊　彦（愛　知） 高　西　文　利（長　崎）

２位 本　多　常　秀（沖　縄） 菊　池　正　幸（宮　城） 山　本　昌　弘（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 上　野　克　彦（東　京）

３位 前　川　武　宣（山　梨） 富　田　真　一（愛　知） 高　橋　重　信（宮　城） 朝　生　照　雄（埼　玉） 川　口　千　晶（岡　山）

４位 山　崎　義　夫(社会人） 石　川　栄　一（宮　城） 財　前　友　律（福　岡） 大河原　久 典（東　京） 吉　山　潤　一（長　崎）

５位 森　本　　　 剛（岡　山） 宮　崎　信　彦（　　　　） 亀　山　芳　信（岡　山） 山　田　頼　一（静　岡） 神　田　宜　儀（兵　庫）

６位 山　野　　　 稔（長　崎） 金　城　友　一（沖　縄） 小　笹　秀　明(北海道) 宮　野　成　夫（東　京） 片　井　　　 忠（福　岡）

順位 男子８５kg級 男子９０kg級 女子４６kg級 女子４９kg級 女子５２kg級

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 原　口　浩　信（佐　賀） 浅 見　由理香（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京）

２位 有　門　勝　久（福　岡） 上　野　結　花（静　岡） 水　野　浩　美（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡）

３位 古　谷　ひろ代（福　岡） 神 田　美栄子（福　岡）

４位 田　附　充　子（福　岡）

順位 女子５５ｋｇ級 女子５８ｋｇ級 男子ジュニア

１位 豊　住　典　子（　　　 ） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 佐　藤　大　作（　　　　）

1998年 第２回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

1997年 第１回 日本クラス別選手権大会 入賞者一覧表

1996年 第13回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 本　多　常　秀（沖　縄） 菊　池　正　幸（宮　城） 廣　田　俊　彦（愛　知） 朝　生　照　雄（埼　玉） 上　野　克　彦（東　京）

２位 石　川　栄　一（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京） 中　村　勝　美（宮　城） 谷　野　義　弘（東　京） 宮　野　成　夫（東　京）

３位 徳　本　正　廣（沖　縄） 川　村　正　美（宮　城） 高　橋　重　信（宮　城） 泉　　　 健　次（東　京） 原 田　誠一郎（東　京）

４位 坂　内　一　賀（東　京） 水　谷　　　 進（愛　知） 小役丸　　　弘（福　岡） 小田川　洋 司（沖　縄） 山　田　頼　一（静　岡）

５位 仲　澤　正　信（秋　田） 藤　田　伸　也（　　　　） 小　笹　秀　明(北海道) 石　崎　秀　二（東　京）

６位 木　村　和　昭（広　島） 富　田　真　一（愛　知） 木　澤　大　祐（愛　知）

順位 男子８０kg超級 女　　子

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 上　野　結　花（静　岡）

２位 高　西　文　利（長　崎） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

３位 小　嶋　良　昭（宮　城） 松 岡　真由美（宮　城）

４位 山　本　義　徳（東　京） 横 田　喜代美（宮　城）

５位 佐　藤　芳　恵（福　岡）

６位 佐　藤　美　乃（宮　城）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級

１位 小久保　一 美（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 廣　田　俊　彦（愛　知） 朝　生　照　雄（埼　玉） 高　西　文　利（長　崎）

２位 小　宮　克　己（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 小　森　秀　信（静　岡） 小役丸　　　弘（福　岡） 吉　田　真　人(神奈川）

３位 川　上　昭　雄（東　京） 富　田　真　一（愛　知） 井　原　　　 茂（埼　玉） 神　田　宜　儀（兵　庫） 石　坂　哲　也(神奈川）

４位 門　脇　祐　二（鳥　取） 石　川　栄　一（宮　城） 野　澤　　　 勉（千　葉） 岡　本　正　信(神奈川） 大河原　久 典（東　京）

５位 木　村　和　昭（広　島） 高　橋　重　信（宮　城） 大　沢　三　夫（茨　城） 青　島　宗　行（千　葉） 小　島　良　司（埼　玉）

６位 後　藤　　　 正（東　京） 水　谷　　　 進（愛　知） 吉 岡　憲太郎（大　阪） 渡　辺　好　夫（群　馬）

順位 男子８０kg超級 女子４８ｋｇ級 女子４８ｋｇ超級

１位 小　沼　敏　雄（東　京） 上　野　結　花（静　岡） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

２位 有　賀　誠　司（東　京） 石　川　祐　子（東　京） 神 田　美栄子（福　岡）

３位 並　木　敏　之（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 浜　永　祐　子（東　京）

４位 臼　井　オサム（東　京） 岡　本　久　子(神奈川） 白　岩　喜　子（東　京）

５位 渡 辺　伸一郎（東　京） 藤　森　ゆりか（大　阪）

６位 大久保　信 昭（大　阪） 山 中　千恵子(神奈川）

順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子７５kg超級

１位 津　田　　　 宏（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 須　江　正　尋（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 高　西　文　利（長　崎）

２位 川　上　昭　雄（東　京） 石　川　栄　一（宮　城） 島　袋　正　和（沖　縄） 小役丸　　　弘（福　岡） 渡　辺　　　 茂（東　京）

３位 小　宮　克　己（東　京） 富　田　真　一（愛　知） 深　民　　　 誠（愛　知） 難　波　文　義（三　重） 有　賀　誠　司（東　京）

４位 野　上　智　章(神奈川） 小　森　康　正（京　都） 亀　山　芳　信（岡　山） 岡　本　正　信(神奈川） 大河原　久 典（東　京）

５位 古波蔵　保 欣（沖　縄） 川　村　益　令（東　京） 税　所　秀　勝（兵　庫） 小　川　典　秀（京　都） 桑　野　三　郎(神奈川）

６位 前　川　武　宣（山　梨） 鳥　屋　健　吾（千　葉） 山　田　頼　一（静　岡）

順位 女　　子

１位 清　　　 結　花（静　岡）

２位 廣　田　ゆ　み（愛　知）

３位 神 田　美栄子（福　岡）

４位 岡　本　久　子(神奈川）

５位 益　田　詠　子（京　都）

６位 佐　藤　芳　恵（福　岡）

７位 阪　口　幸　絵（大　阪）

８位 加　部　章　子(神奈川）

９位 赤　井　瑞　枝（東　京）

1995年 第12回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1994年 第11回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1993年 第10回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表
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順位 男子６０kg級 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子７５kg超級

１位 石　川　栄　一（宮　城） 金　城　正　秀（沖　縄） 島　袋　正　和（沖　縄） 朝　生　照　雄（埼　玉） 小　沼　敏　雄（東　京）

２位 川　上　昭　雄（東　京） 末　永　和　政（大　阪） 小役丸　　　弘（福　岡） 廣　田　俊　彦（愛　知） 高　西　文　利（長　崎）

３位 津　田　　　 宏（東　京） 内　藤　　　 格（東　京） 亀　山　芳　信（岡　山） 有　門　准　一（福　岡） 有　賀　誠　司（東　京）

４位 野　上　智　章(神奈川） 竹　下　浩　一（長　崎） 長　友　泰　彦（宮　崎） 金　澤　利　翼（広　島） 伊　藤　良　春（千　葉）

５位 今　林　勝　広（福　岡） 山　内　　　 朗（愛　媛） 中　野　豊　記（福　岡） 宮　内　甲　二（愛　媛） 小　林　正　人（愛　知）

６位 衛　藤　哲　一（大　分）

順位 女子４８ｋｇ級 女子４８ｋｇ超級

１位 荒　川　純　子（栃　木） 松　本　俊　子（東　京）

２位 恵　良　律　子（大　分） 樋　爪　雅　子（大　阪）

３位 福　田　たまみ（東　京） 木　村　孝　子（東　京）

４位 朝　生　記　子（埼　玉） 神 田　美栄子（福　岡）

５位 山 本　奈美子（東　京） 砥　川　真　澄（福　岡）

６位 西　嶋　ルミ子（福　岡）

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級 男子８０kg超級
１位 上　沢　久　志（青　森） 廣　田　俊　彦（愛　知） 朝　生　照　雄（埼　玉） 高　西　文　利（長　崎） 小　沼　敏　雄（東　京）
２位
３位
順位 女　　子
１位 高　橋　明　美(神奈川）
２位
３位

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子７５kg級 男子８０kg級 男子８０kg超級

１位 川　上　昭　雄（東　京） 大河原　久 典（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉） 鶴　田　和　一（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京）

２位 内　藤　　　 格（東　京） 廣　田　俊　彦（愛　知） 岡　本　正　信(神奈川） 高　西　文　利（東　京） 臼　井　オサム（東　京）

３位 阿　部　忠　雄（栃　木） 島　袋　正　和（沖　縄） 難　波　文　義（三　重） 渡　辺　　　 茂（東　京）

４位 松　川　　　 進（東　京） 松　島　康　裕（群　馬） 守 屋　健一郎（東　京）

５位 末　永　和　政（大　阪） 中　村　勝　美（宮　城）

６位 野　上　智　章（東　京） 吉　田　真　人(神奈川）

順位 女　　子

１位 高　橋　明　美(神奈川）

２位 大　木　英　子（埼　玉）

３位 山 本　奈美子（東　京）

４位 横 田　喜代美（宮　城）

５位 小 林　千鶴子（福　島）

６位 佐　藤　美　乃（宮　城）

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位

２位 松　島　康　裕（群　馬）

３位

４位

５位

６位

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位

２位

３位

４位

５位

６位

1988年 第５回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1992年 第９回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1991年 第８回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1990年 第７回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1989年 第６回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

- 29 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位 金　城　正　秀（沖　縄） 中　村　勝　美（宮　城） 榎　本　正　司（埼　玉） 新　井　弘　道（新　潟） 大　垣　純　子（栃　木）

２位 石　村　勝　巳（東　京） 富　山　耕　一（東　京） 大河原　久 典（東　京） 高　西　文　利（東　京） 遠　藤　文　恵（東　京）

３位 島　袋　正　和（沖　縄） 押　方　兼　二（兵　庫） 宮　本　萬　造（愛　媛） 山　田　ワタル（東　京） 須　藤　ゆ　き（東　京）

４位 伊　藤　長　吉（愛　知） 金　澤　利　翼（広　島） 上　山　成　昭（兵　庫） 高　野　常　清（千　葉） 橋　本　貴　子（東　京）

５位 伊　藤　由　大（静　岡） 高　橋　重　信（宮　城） 内　藤　隆　之（千　葉） 大　島　ひろみ（東　京）

６位 阿　部　忠　雄（栃　木） 竹　内　明　彦（東　京） 中　尾　和　子（京　都）

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位

２位

３位

４位

５位

６位

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位 金　城　正　秀（沖　縄） 石　村　勝　巳（東　京） 榎　本　正　司（東　京） 高　西　文　利（東　京） 大　垣　純　子（栃　木）

２位 川　上　昭　雄（東　京） 朝　生　照　雄（東　京） 松　原　　　 博（大　阪） 安　部　俊　宏（　　　　） 須　藤　ゆ　き（東　京）

３位 山　崎　義　夫（愛　知） 長 宗　五十夫（兵　庫） 谷　口　　　 明(和歌山) 臼　井　オサム（東　京） 中　村　美　也（　　　　）

４位 東海林　　　徹（　　　　） 菊　池　正　幸（宮　城） 押　方　兼　二（大　阪） 大　谷　浩　司（京　都） 植　村　純　子（　　　　）

５位 伊　藤　由　大（静　岡） 塚　本　猛　義（大　阪） 北　村　克　己（東　京） 神 田　美栄子（福　岡）

６位 伊　藤　長　吉（　　　　） 廣　田　俊　彦（愛　知） 宮　畑　　　 豊（東　京） 長　森　富　子（　　　　）

順位 男子６５kg級 男子７０kg級 男子８０kg級 男子９０kg級 女　　子

１位

２位

３位

４位

５位

６位

1984年 第１回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1987年 第４回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1986年 第３回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表

1985年 第２回 世界・アジア日本代表選抜選手権 入賞者一覧表
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２０１５年（26回） ２０１６年（27回） ２０１７年（28回） ２０１８年（29回） ２０１９年（30回）

１位 井　上　裕　章（静　岡） 山　口　　　 裕（埼　玉）

２位 浅 野　喜久男（愛　知） 浅 野　喜久男（愛　知）

３位 辻　田　　　 勲（大　阪） 辻　田　　　 勲（大　阪）

４位 北　村　智　昭（兵　庫） 郷　　　 直　樹（東　京）

５位 村　松　幸　大（埼　玉） 北　村　智　昭（兵　庫）

６位 山　口　　　 裕（埼　玉） 河　村　秀　美（広　島）

７位 郷　　　 直　樹（東　京） 松　尾　幸　作（愛　知）

８位 玉　井　正　宏（大　阪） 石　坂　恵　一（石　川）

９位 重　岡　寿　典（広　島） 国　塚　清　久（神奈川）

10位 田　口　俊　介（東　京） 加　藤　　　佳（北海道）

11位 国　塚　清　久（神奈川） 川　辺　　　 仁（大　阪）

12位 松　尾　幸　作（愛　知） 猿　山　直　史（大　阪）

１位 佐 藤　美由紀（東　京） 中　村　静　香（東　京）

２位 山　田　純　子（愛　知） 山　田　純　子（愛　知）

３位 久　野　礼　子（東　京） 久　野　礼　子（東　京）

４位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 大 森　恵美子（東　京）

５位 安　田　敦　子（東　京） 安　田　敦　子（東　京）

６位 堀　　　 結　華（広　島） 大　森　樹　理（大　阪）

７位 加　藤　文　子（愛　知） 阿　部　優　花（東　京）

８位 深　作　靖　子（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

９位 渡 部　みゆき（神奈川） 加　藤　文　子（愛　知）

10位 佐々木真紀子（宮　城） 高 松　眞里子（東　京）

11位 石　田　典　子（神奈川） 渡 部　みゆき（神奈川）

12位 松　井　陽　子（東　京） 佐々木真紀子（宮　城）

１位 金 子　真紀子（東　京） 齋 藤　有紀子（栃　木）

２位 小 林　有紀子（栃　木） 越　川　順　子（東　京）

３位 秋 山　千香子（東　京） 秋　山　千香子（東　京）

４位 山　田　朝　美（静　岡） 西　島　里　紗（福　岡）

５位 太 田　美貴子（京　都） 清 水　恵理子（東　京）

６位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 太 田　美貴子（京　都）

７位 長　島　雅　子（埼　玉） 長　島　雅　子（埼　玉）

８位 小　山　宴　代（東　京） 弥　陀　ミチル（東　京）

９位 城　戸　雅　代（大　阪） 小　山　宴　代（東　京）

10位 西　島　里　紗（福　岡） 野　沢　知　代（東　京）

11位 石　澤　静　江（栃　木） 矢 野　かずみ（東　京）

12位 神 谷　美由紀（愛　知） 城　戸　雅　代（大　阪）

吉　田　英　樹（神奈川） 松　岡　　　 啓（大　阪）

石　田　典　子（神奈川） 大　森　樹　理（大　阪）

高　岸　豊　治（三　重） 吉　田　　　 悟（埼　玉）

中　西　さとみ（三　重） 足　立　晃　子（東　京）

阿野田　英 生（三　重） 宮　田　智　矢（東　京）

服　部　淳　子（三　重） 荻 山　はるか（愛　知）

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

ジャパン･オープン選手権大会入賞者一覧表

女　子

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈ

ｽ

男　子

１位

２位

３位
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２０１０年（21回） ２０１１年（22回） ２０１２年（23回） ２０１３年（24回） ２０１４年（25回）

１位 増　田　卓　也（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪）  久　松　一　貴（茨　城） 小　松　慎　吾（長　野） 佐　藤　茂　男（東　京）

２位 金　子　芳　宏（神奈川） 佐　藤　貴　規（東　京） 1位 加藤 直之（神奈川） 重　岡　寿　典（山　口） 郷　     直　樹（東　京）

３位 加　藤　直　之（神奈川） 久　松　一　貴（茨　城） 2位 佐 藤 貴 規（東　京） 辻　田　　　 勲（大　阪） 浅 野　喜久男（愛　知）

４位 山　崎　岳　志（大　阪） 金　子　芳　宏（神奈川） 金　子　芳　宏（神奈川） 井　上　博　樹（大　阪） 木 村　征一郎（大　阪）

５位 北　村　智　昭（兵　庫） 浅 野　喜久男（愛　知） 浅　野　喜久男（愛　知） 浅 野　喜久男（愛　知） 辻　田　     勲（大　阪）

６位 佐　藤　貴　規（東　京） 小　松　慎　吾（長　野） 小　松　慎　吾（長　野） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 重　岡　寿　典（山　口）

７位 鎌　田　　　 優（東　京） 小　田　敏　郎（愛　知） 征　矢　洋　文（長　野） 小　田　敏　郎（愛　知） 金　子　芳　宏（神奈川）

８位 奥　村　武　司（大　阪） 征　矢　洋　文（長　野） 岡　部　謙　介（福　岡） 征　矢　洋　文（長　野） 猿　山　直　史（大　阪）

９位 久　松　一　貴（茨　城） 吉　山　潤　一（長　崎） 重　岡　寿　典（山　口） 郷　　　 直　樹（東　京） 豊　島　     悟（東　京）

10位 大 原　陽一郎（東　京） DEYSS  MARK(大 阪) 奥　村　武　司（大　阪） 吉　山　潤　一（長　崎） 国　塚　清　久（神奈川）

11位 DEYSS  MARK(大 阪) 森　　　 正　樹（京　都） 辻　田　　　 勲（大　阪） 広　川　浩　二（愛　知） 村　松　幸　大（埼　玉）

12位 浅　野　喜久男（愛　知） 岡　部　謙　介（福　岡） 小　田　敏　郎（愛　知） 河　村　秀　美（広　島） 小　田　敏　郎（愛　知）

１位 足　立　晃　子（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 髙 原　佐知子（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 澤 田　めぐみ（東　京）

２位 山野内　里 子（愛　知） 石　澤　静　江（栃　木） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 久　野　礼　子（東　京） 種 村　みつき（愛　知）

３位 佐 藤　美由紀（東　京） 猪　原　美　樹（宮　崎） 久　野　礼　子（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 佐 藤　美由紀（東　京）

４位 久　野　礼　子（東　京） 髙 原　佐知子（東　京） 石　澤　静　江（栃　木） 佐 藤　美由紀（東　京） 堀　     結　華（広　島）

５位 石　澤　静　江（栃　木） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 秋 山　千香子（東　京） 田　中　久　美（東　京） 久　野　礼　子（東　京）

６位 髙 原　佐知子（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 田　中　久　美（東　京） 大　森　樹　理（大　阪） 小　嶋　成　子（神奈川）

７位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 佐々木 あゆみ（静　岡） 島 田　三佐子（東　京） 髙 松　眞里子（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

８位 秋 山　千香子（埼　玉） 髙 松　眞里子（東　京） 志　村　眞　理（東　京） 種　村　みつき（愛　知） 佐 藤　三佐子（東　京）

９位 辻　　　 紀　子（三　重） 秋 山　千香子（東　京） 種　村　みつき（愛　知） 大　林　令　子（宮　城） 佐々木 真紀子（宮　城）

10位 児　島　多賀子（大　阪） 大　島　みつき（愛　知） 岩　本　京　美（愛　知） 国　田　真　紀（大　阪） 安　田　敦　子（東　京）

11位 大 島　みつき（愛　知） 白　川　初　美（岐　阜） 深　作　靖　子（東　京） 船　木　郁　子（広　島） 松　井　陽　子（東　京）

12位 安　田　敦　子（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 髙 松　眞里子（東　京） 木　島　洋　子（東　京） 深　作　靖　子（東　京）

１位 山　下　由　美（宮　城） 衛 藤　佳代子（東　京） 山 本　加容子（東　京）

２位 伊　藤　志　江（愛　知） 小 林　有紀子（栃　木） 大　澤　直　子（東　京）

３位 土 門　真理子（宮　城） 大 森　恵美子（東　京） 小 林　有紀子（栃　木）

４位 豊　田　玲　子（神奈川） 加　福　明　子（大　阪） 阿　部　美　早（岩　手）

５位 谷 川　千奈美（愛　知） 伊　藤　志　江（愛　知） 佐　藤　聡　恵（宮　城）

６位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 谷 川　千奈美（愛　知） 坂　本　愛　美（東　京）

７位 加　福　明　子（大　阪） 山 本　加容子（東　京） 三 船　麻里子（東　京）

８位 千　守　由　起（大　阪） 北　原　順　子（佐　賀） 長　島　雅　子（埼　玉）

９位 新　井　敬　子（大　阪） 丸　山　典　子（東　京） 秋　山　千香子（東　京）

10位 水　野　文　江（愛　知） 長　島　雅　子（埼　玉） 太 田　美貴子（京　都）

11位 小　川　ジーナ（岐　阜） 野　沢　知　代（東　京） 市　川　志　保（東　京）

12位 高　栄　佐規子（大　阪） 小　川　ジーナ（岐　阜） 加　福　明　子（大　阪）
ﾌｨｯﾄﾈ

ｽ
１位 丹　羽　裕　子（京　都） 野　田　真　奈（大　阪）

深　町　り　え(神奈川) 船　木　郁　子（広　島） 加　藤　文　子（愛　知）

中　島　幸　忠(神奈川) 河　村　秀　美（広　島） 田　代　　　 圭（愛　知）

船　木　郁　子(広　島) 深　町　 り　え（神奈川） 足　立　晃　子（東　京）

河　村　秀　美(広　島) 中　島　幸　忠（神奈川） 吉　田　　　 悟（埼　玉）

中　西　さとみ(三　重) 船　木　郁　子（広　島）

髙　岸　豊　治(三　重) 河　村　秀　美（広　島）

三本木 しのぶ（福　島）

萩　原　健　一（福　島）

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈ

ｽ

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

4位

ジャパン･オープン選手権大会入賞者一覧表

男　子

女　子
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２００５年（16回） ２００６年（17回） ２００７年（18回） ２００８年（19回） ２００９年（20回）

１位 今　中　直　博（大　阪） 片　川　　　 淳（山　口） 中　武　克　雄（大　阪） 山　田　幸　浩（東　京） 髙　梨　圭　祐（東　京）

２位 片　川　　　 淳（山　口） 村　松　幸　大（埼　玉） 北　村　智　昭（兵　庫） 北　村　智　昭（兵　庫） 北　村　智　昭（兵　庫）

３位 奥　村　武　司（大　阪） 金　子　芳　宏(神奈川） 金　子　芳　宏(神奈川） 征　矢　洋　文（長　野） 金　子　芳　宏(神奈川）

４位 佐々木　　　晋（東　京） 山　田　賴　一（静　岡） 西　田　哲　之（愛　知） 髙　梨　圭　祐（東　京） 増　田　卓　也（大　阪）

５位 尾　崎　昭　仁（新　潟） 田　所　勇　二（茨　城） 吉　山　潤　一（長　崎） 村　松　幸　大（埼　玉） 久　松　一　貴（茨　城）

６位 山　田　賴　一（静　岡） 中　武　克　雄（大　阪） 村　松　幸　大（埼　玉） 佐　藤　貴　規（東　京） ＤＥＹＳＳ ＭＡＲＫ（大 阪）

７位 赤　澤　範　昭（広　島） 辻　　　 善　衛（三　重） 奥　村　武　司（大　阪） 小　田　敏　郎（愛　知） 鎌　田　     優（東　京）

８位 島　津　忠　久（京　都） 尾　崎　昭　仁（新　潟） 芝　原　茂　樹（徳　島） 平　野　則　正（京　都） 松　本　美　彦（東　京）

９位 平　野　則　正（沖　縄） 小　島　良　司（埼　玉） 松　本　美　彦（東　京） 加　藤　直　之(神奈川） 和　泉　悠　太（東　京）

10位 江　口　浩　之（大　阪） 小　田　敏　郎（愛　知） 寺　地　進　一（東　京） 芝　原　茂　樹（徳　島） 加　藤　直　之(神奈川）

11位 中　武　克　雄（大　阪） 財　前　友　律（福　岡） 平　野　則　正（京　都） 尾　崎　昭　仁（岡　山） 小　田　敏　郎（愛　知）

12位 財　前　貴　充（福　岡） 高　木　　　 昇(神奈川） 田　口　雅　一（大　阪） 溝　口　隆　広（静　岡） 城　間　     明（沖　縄）

１位 秋 山　加津美（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 天　童　あゆみ（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

２位 佐々木　亜 紀（愛　知） 佐々木　亜 紀（愛　知） 佐々木　亜 紀（愛　知） 佐々木　亜 紀（愛　知） 足　立　晃　子（東　京）

３位 今　村　潤　子（大　阪） 足　立　晃　子（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 山野内　里 子（愛　知）

４位 大　澤　直　子（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 相　馬　貴　子（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知） 相　馬　貴　子（長　野）

５位 足　立　晃　子（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知） 石　澤　静　江（栃　木） 清 水　恵理子（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京）

６位 古　賀　瑞　穂（鳥　取） 大　林　令　子（宮　城） 佐 藤　美由紀（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 石　澤　静　江（栃　木）

７位 安　田　敦　子（東　京） 市　原　恵　江（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知） 久　野　礼　子（東　京） 久　野　礼　子（東　京）

８位 大　林　令　子（宮　城） 辻　　　 紀　子（三　重） 湯　沢　寿　枝（栃　木） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

９位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 清 水　恵理子（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 辻　     紀　子（三　重）

10位 佐 藤　美由紀（東　京） 児 島　多賀子（大　阪） 辻　　　 紀　子（三　重） 安　田　敦　子（東　京）

11位 北　川　み　ほ（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 大　林　令　子（宮　城） 児 島　多賀子（大　阪）

12位 児 島　多賀子（大　阪） 大　林　令　子（宮　城） 安　田　敦　子（東　京） 高 松　眞里子（東　京）

２０００年（11回） ２００１年（12回） ２００２年（13回） ２００３年（14回） ２００４年（15回）

１位 合　戸　孝　二（静　岡） 岩 尾　雄一郎（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 山　本　昌　弘（東　京） 木　澤　大　祐（愛　知）

２位 山　岸　秀　匡（東　京） 井　上　　　 浩（大　阪） 林　　　 久　司（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 山　田　賴　一（静　岡）

３位 平　田　建　二(神奈川） 山　田　賴　一（静　岡） 村　松　幸　大（埼　玉） 林　　　 久　司（東　京） 奥　村　武　司（大　阪）

４位 村　松　幸　大（埼　玉） 片　川　　　 淳（山　口） 山　田　頼　一（静　岡） 山　田　賴　一（静　岡） 尾　崎　昭　仁（新　潟）

５位 井　上　　　 浩（大　阪） 今　村　拓　夫(鹿児島) 佐々木　　　晋（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京） 林　　　 久　司（東　京）

６位 山　田　賴　一（静　岡） 赤　澤　範　昭（広　島） 金　子　芳　宏(神奈川） 奥　村　武　司（大　阪） 赤　澤　範　昭（広　島）

７位 宜野座　　　功（沖　縄） 奥　村　武　司（大　阪） 小　暮　貴　男（東　京） 佐々木　　　晋（東　京） 藤　井　康　次（東　京）

８位 青　柳　　　 武（東　京） 西　島　範　之（福　岡） 赤　澤　範　昭（広　島） 平　田　健　二(神奈川） 中　武　克　雄（大　阪）

９位 赤　澤　範　昭（広　島） 木　澤　大　祐（愛　知） 奥　村　武　司（大　阪） 下　田　雅　人（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川）

10位 尾　崎　昭　仁（新　潟） 安　福　浩　二（大　阪） 久保田　　　武（長　野） 木　澤　大　祐（愛　知） 内　田　幸　二（東　京）

11位 永　見　信　光（東　京） 原　口　浩　信（佐　賀） 永　見　信　光（東　京） 前　川　武　宣（山　梨） 田　所　勇　二（茨　城）

12位 桑　野　三　郎(神奈川） 辻　　　 善　衛（三　重） 内　田　幸　二（東　京） 赤　澤　範　昭（広　島） 西　田　哲　之（愛　知）

１位 水　野　浩　美（東　京） 吉　良　明　子（東　京） 井　上　裕　子（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 榊　原　あゆみ（三　重）

２位 藤　井　まゆみ（岐　阜） 佐々木　景 子（東　京） 関 谷　友加里（東　京） 今　村　潤　子（大　阪） 今　村　潤　子（大　阪）

３位 杉　井　ますみ（東　京） 井　上　裕　子（大　阪） 大　橋　洋　子（東　京） 佐々木　亜 紀（愛　知） 辻　　　 紀　子（三　重）

４位 小　池　かおり（東　京） 大須賀　叙 江（東　京） 辻　　　 紀　子（三　重） 古　溝　 さとみ（東　京） 児 島　多賀子（大　阪）

５位 今　村　潤　子（大　阪） 鶴　田　直　美（福　岡） 大　林　令　子（宮　城） 安　田　敦　子（東　京） 佐々木　亜 紀（愛　知）

６位 市　原　恵　江（東　京） 関 谷　友加理（東　京） 佐々木　亜 紀（愛　知） 古　賀　瑞　穂（鳥　取） 足　立　晃　子（東　京）

７位 水　野　協　子（岐　阜） 今　村　直　子（大　阪） 菅 原　佳代子（青　森） 大　林　令　子（宮　城） 大　林　令　子（宮　城）

８位 辻　　　 紀　子（三　重） 丸 山　佳余子（長　野） 辻　　　 紀　子（三　重） 古　賀　瑞　穂（鳥　取）

９位 関　　　 雅　子（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都） 安　田　敦　子（東　京）

10位 田　近　寿　実(神奈川） 諏　訪　順　子(神奈川） 北　山　道　子（岡　山）

ジャパン･オープン選手権大会入賞者一覧表

男　子

女　子

男　子

女　子
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１９９５年（６回） １９９６年（７回） １９９７年（８回） １９９８年（９回） １９９９年（10回）

１位 手　塚　光　生（東　京） 上　野　克　彦（東　京） 林　　　 英　二（長　野） 難　波　文　義（三　重） 田　代　　　 誠(鹿児島)

２位 石　崎　秀　二（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 津　田　　　 宏（東　京） 田　代　　　 誠(鹿児島) 合　戸　孝　二（静　岡）

３位 内　藤　隆　之（山　梨） 紙 田　由紀夫（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 丸　川　　　 洋（岡　山） 川　口　千　晶（岡　山）

４位 宮　野　成　夫（東　京） 鈴　木　俊　光(北海道) 水　島　宙　信（千　葉） 合　戸　孝　二（静　岡） 岩　尾　雄一郎（大　阪）

５位 山　田　頼　一（静　岡） 山　田　頼　一（静　岡） 山　田　頼　一（静　岡） 山　田　頼　一（静　岡） 井　上　　　 浩（大　阪）

６位 小久保　一 美（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 村　松　幸　大（埼　玉） 井　上　　　 浩（大　阪） 蟹　江　智　士（愛　知）

７位 原 田　誠一郎（東　京） 富　田　真　一（愛　知） 安　田　顕　持（京　都） 江　口　浩　之（大　阪）

８位 石　川　栄　一（宮　城） 財　前　友　律（福　岡） 富　田　真　一（愛　知） 今　村　拓　夫(鹿児島)

９位 蟹　江　智　士（愛　知） 御　堂　直　樹(社会人） 小　暮　貴　男（東　京） 富　田　真　一（愛　知）

10位 林　　　 英　二（長　野） 小田川　洋 司（沖　縄） 北　村　卓　也（埼　玉） 財　前　貴　光（福　岡）

11位 三ッ木　吉 和（　　　　） 箱　崎　一　俊（宮　城） 榊　原　貴　裕（三　重） 財　前　友　律（福　岡）

12位 佐々木　孝 二（　　　　） 合　戸　孝　二（静　岡） 南　波　宏　誌（長　野） 山　辺　素　史（埼　玉）

１位 石　川　祐　子（東　京） 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）

２位 廣　田　ゆ　み（愛　知） 浜　永　祐　子（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 水　野　浩　美（東　京） 古　賀　瑞　穂（鳥　取）

３位 日比野　珠 子（岐　阜） 浅 見　由理香（東　京） 田　附　充　子（福　岡） 浅 見　由理香（東　京） 野　間　春　美（大　阪）

４位 橿　棒　幸　子（東　京） 福　田　かおり（東　京） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 竹 内　美千代(神奈川）

５位 浅 見　由理香（東　京） 石 川　早百合（埼　玉） 古　賀　瑞　穂（鳥　取） 竹 内　美千代(神奈川） 佐　藤　芳　恵（福　岡）

６位 浜　永　祐　子（東　京） 日比野　珠 子（岐　阜） 水　野　浩　美（東　京） 榊　原　　　 歩（三　重） 今　村　潤　子（大　阪）

７位 市　川　悦　子（　　　　） 竹 内　美千代(神奈川） 村　山　節　子（東　京） 鶴　田　直　美（福　岡）

８位 上　月　あゆみ（　　　　） 前　原　弘　子（富　山） 関　　　 雅　子（大　阪）

９位 佐　藤　芳　恵（福　岡）

10位 水　野　浩　美（東　京）

11位 朝　生　記　子（埼　玉）

12位 樋　口　美　香（山　梨）

１９９０年（１回） １９９１年（２回） １９９２年（３回） １９９３年（４回） １９９４年（５回）

１位 岡　本　正　信(神奈川） 廣　田　俊　彦（愛　知） 新　井　弘　道（群　馬） ピータ・キマニ（東　京） 谷　野　義　弘（東　京）

２位 大河原　久 典（東　京） 上　沢　久　志（東　京） 水　島　宇　宙（千　葉） 小役丸　　　弘（福　岡） 小役丸　　　弘（福　岡）

３位 野　上　　　 健（富　山） 須　江　正　尋（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 六本木　　　昇（秋　田） 難　波　文　義（三　重）

４位 鶴　田　和　一（東　京） 難　波　文　義（三　重） 内　藤　　　 格（東　京） 山　田　頼　一（静　岡） 有　賀　誠　司（東　京）

５位 廣　田　俊　彦（愛　知） 川　上　昭　雄（東　京） 山　田　頼　一（静　岡） 石　川　栄　一（宮　城） 上　山　成　昭(和歌山)

６位 川　上　昭　雄（東　京） 野　上　　　 健（富　山） 佐々木　孝 二（東　京） 長谷川　　　強（福　島） 石　崎　秀　二（東　京）

７位 石　川　栄　一（宮　城） 横　森　真　道（東　京） 山　田　頼　一（静　岡）

８位 長谷川　　　強（福　島） 宮　野　成　夫（東　京） 小　林　正　人（愛　知）

９位 大　橋　勝　彦（宮　城） 千　坂　成　也（宮　城） 津　田　　　 宏（東　京）

10位 渡　辺　　　 茂（東　京） 高　橋　重　信（宮　城） 島　袋　正　和（沖　縄）

11位 御　堂　直　樹(神奈川）

12位 中　野　豊　記（福　岡）

１位 高　橋　明　美(神奈川） 吉　田　由　香（東　京） 後 藤　多賀子（静　岡） 清　　　 結　花（静　岡） 水　間　詠　子（東　京）

２位 須　藤　 ゆ　き（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京） 清　　　 結　花（静　岡） 石　川　祐　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知）

３位 大　木　英　子（埼　玉） 西　尾　慶　子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉） 浜　永　祐　子（東　京） 石　川　祐　子（東　京）

４位 後 藤　多賀子（静　岡） 後 藤　多賀子（静　岡） 横 田　喜代美（宮　城） 高　橋　洋　子（新　潟） 浅 見　由理香（東　京）

５位 小 林　千鶴子（福　島） 内 田　美紀子（東　京） 須　藤　 ゆ　き（東　京） 浅 見　由理香（東　京） 神 田　美栄子（福　岡）

６位 中　村　泰　子（宮　城） 小　林　規　子（京　都） 内 田　美紀子（東　京） 岡　本　久　子(神奈川） 岡　本　久　子(神奈川）

７位 佐　藤　美　乃（宮　城）

８位 佐 藤　千鶴子（東　京）

９位 太 田　みつ子（東　京）

女　子

ジャパン･オープン選手権大会入賞者一覧表

男　子

女　子

男　子
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１９８５年（13回） １９８６年（14回） １９８７年（15回） １９８８年（16回） １９８９年（17回）

１位 岡　本　正　信(神奈川） 大河原　久 典（東　京）

２位 菊　池　正　幸（宮　城） 岩　間　　　 勧（東　京）

３位 竹　内　明　彦（東　京） 大　谷　浩　司（京　都）

４位 中　村　勝　美（宮　城） 宮　本　萬　造（愛　媛）

５位 押　方　兼　二（兵　庫） 菊　池　正　幸（宮　城）

６位 亀　山　芳　信（岡　山） 川　上　昭　雄（東　京）

７位 山　崎　義　夫（愛　知） 長　友　泰　彦（　　　　）

８位 田　崎　二　郎（千　葉） 山　田　ワタル（東　京）

９位 角　田　正　克（宮　城） 下　地　武　光（　　　　）

10位 井　原　　　 茂（埼　玉） 亀　山　芳　信（岡　山）

１９８０年（８回） １９８１年（９回） １９８２年（10回） １９８３年（11回） １９８４年（12回）

１位 粟　井　直　樹（大　阪） 松　原　　　 博（大　阪）

２位 塚　本　猛　義（大　阪） 押　方　兼　二（兵　庫）

３位 佐　藤　啓　治（東　京） 塚　本　猛　義（大　阪）

４位 関　口　敏　夫（栃　木） 高　西　文　利（東　京）

５位 奥　瀬　昭　雄（福　島） 川　上　昭　雄（東　京）

６位 山　崎　義　夫（愛　知） 白　坂　義　夫(神奈川）

７位 田　崎　二　郎（千　葉） 山　崎　義　夫（愛　知）

８位 小　宮　敏　夫（東　京） 田　崎　二　郎（千　葉）

９位 三田村　　　昭(神奈川） 森　本　　　 潔（大　阪）

10位 白　坂　義　夫(神奈川） 亀　山　芳　信（岡　山）

１９７５年（３回） １９７６年（４回） １９７７年（５回） １９７８年（６回） １９７９年（７回）

１位 知　名　定　勝（沖　縄）

２位 長 宗　五十夫（兵　庫）

３位 奥　瀬　昭　雄（福　島）

４位 塚　本　猛　義（大　阪）

５位 福　島　一　則（群　馬）

６位 東海林　　　徹（　　　　）

７位 粟　井　直　樹（大　阪）

８位 浅　野　照　義（　　　　）

９位 松　原　　　 博（大　阪）

10位 朝　生　照　雄（東　京）

１９７３年（１回） １９７４年（２回）

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

ミスター アポロ選手権大会入賞者一覧表

男　子

男　子

男　子

男　子
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２００８年（25回） ２００９年（26回） ２０１０年（27回） ２０１１年（28回）

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)

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)

国　田　真　紀（大　阪） 中　村　静　香（宮　城） 丹　羽　裕　子（京　都）

昌　川　卓　也（大　阪） 氏　家　貴　洋（宮　城） 佐　竹　次　郎（大　阪）

中　西　 さとみ（三　重） 中　西　 さとみ（三　重）

高　岸　豊　治（三　重） 髙　岸　豊　治（三　重）

児 島　多賀子（大　阪）

高　橋　周　作（大　阪）

国　田　真　紀（大　阪）

昌　川　卓　也（大　阪）

大　西　弘　美（岡　山）

神　崎　省　光（岡　山）

２００３年（20回） ２００４年（21回） ２００５年（22回） ２００６年（23回） ２００７年（24回）

古　溝　 さとみ（東　京） 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）

堀　　　　　  進（東　京） 堀　　　　　　進（東　京） 中　武　克　雄（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪）

栗 原　美恵子(神奈川） 丸 山　佳余子（長　野） 古　溝　 さとみ（東　京） 小　池　かおり（東　京） 古　溝　 さとみ（東　京）

船　生　知　成(神奈川） 丸　山　好　則（長　野） 堀　　　　　　進（東　京） 小　池　俊　光（東　京） 堀　　　　　　進（東　京）

小　林　静　香（東　京）

山　田　洋　平（東　京）

１９９８年（15回） １９９９年（16回） ２０００年（17回） ２００１年（18回） ２００２年（19回）

浅 見　由理香（東　京） 榊　原　　　 歩（三　重） 関 谷　友加里（東　京） 関 谷　友加里（東　京）

佐　藤　俊　充（東　京） 榊　原　貴　裕（三　重） 田　澤　清　美（東　京） 田　澤　晴　美（東　京）

榊　原　　　 歩（三　重） 森　山　京　子（　　　　） 菅 原　佳代子（青　森）

榊　原　貴　裕（三　重） 桑　村　聡　志（　　　　） 吉　田　正　仁（青　森）

朴　木　純　子（　　　　）

小　池　正　義（　　　　）

１９９３年 １９９４年（11回） １９９５年（12回） １９９６年（13回） １９９７年（14回）

廣　田　ゆ　み（愛　知） 阿野田　淳 子（三　重） 鹿 間　由利子（東　京） 朝　生　記　子（埼　玉）

廣　田　俊　彦（愛　知） 阿野田　英 生（三　重） 木　全　晶　裕（東　京） 朝　生　照　雄（埼　玉）

岡　本　久　子(神奈川） 辻　　　 紀　子（三　重） 田 吹　美智代（千　葉） 前　原　弘　子（富　山）

岡　本　正　信(神奈川） 辻　　　 喜　衛（三　重） 上　田　省　吾（　　　　） 桑　島　　　 聡（　　　　）

佐々木　亜 紀（愛　知） 入　部　晴　美（　　　　） 中 村　絵美子（　　　　）

古　市　　　 毅（愛　知） 桑　島　　　 聡（　　　　） 村　田　義　一（　　　　）

１９８８年（６回） １９８９年（７回） １９９０年（８回） １９９１年（９回） １９９２年（10回）

市　川　　　 櫻（東　京） 中　村　泰　子（宮　城） 岡　本　久　子(神奈川） 高　瀬　明　美（東　京） 荒　川　純　子（栃　木）

市　川　貴　之（東　京） 中　村　勝　美（宮　城） 岡　本　正　信(神奈川） 須　江　正　尋（東　京） 荒　川　敏　夫（栃　木）

中　村　泰　子（宮　城） 朝　生　記　子（埼　玉）

中　村　勝　美（宮　城） 大河原　久 典（東　京）

玉　城　正　子（沖　縄） 田　中　敦　美（　　　　）

島　袋　正　和（沖　縄） 市　川　量　久（　　　　）

１９８３年（1回） １９８４年（２回） １９８５年（３回） １９８６年（４回） １９８７年（５回）

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） 荒　木　真　弓（京　都）

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） 梅　本　和　孝（京　都）

石　井　直　方（東　京） 岡　本　久　子(神奈川） 岡　本　久　子(神奈川） 中　村　泰　子（宮　城） 芦　田　厚　子（京　都）

加 藤　久美子（東　京） 岡　本　正　信(神奈川） 岡　本　正　信(神奈川） 中　村　勝　美（宮　城） 大　谷　浩　司（京　都）

高　瀬　恵　造（　　　　） 坂 元　美佐子（　　　　） 中　田　純　子（栃　木） 吉　原　洋　子（宮　城） 神 田　美栄子（福　岡）

小木曽 理栄子（　　　　） 伊　藤　長　吉（　　　　） 関　口　敏　夫（栃　木） 角　田　正　克（宮　城） 小役丸　　　弘（福　岡）

ジャパン･ミックスドペア選手権大会入賞者一覧表

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

４位

５位

６位

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位

ﾐｯｸｽﾄﾞ
・ペア

１位

２位

３位
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順位 １６５cm以下級 １６８cm以下級 １７１cm以下級 １７５cm以下級 １７５cm超級
１位 原　    哲　矢（神奈川） 栁　沢　伸　一（東　京） 仲　泊　兼　也（沖　縄） 小野田　　　巧（東　京） 神　田　優　作（愛　媛）
２位 川　辺　     仁（大　阪） 百木田　将 広（神奈川） 嶋 田　泰次郎（東　京） 田　中　良　一（大　阪） 大　坪　二　郎（神奈川）
３位 石　井　輝　男（東　京） 加　藤　    充（社会人） 谷　澤　一　矢（神奈川） 長　田　洋　一（社会人） 木 下　慎二郎（埼　玉）
４位 松　山　哲　也（岐　阜） 小　林　計　成（愛　知） 小　原　靖　訓（北海道） 大久保　真 啓（宮　城） 山　嵜　成　知（東　京）
５位 中　西　健　一（三　重） 加勢田喜代紀（東　京） 伊　藤　智　也（愛　知） 原　田　大　智（広　島）
６位 大　庭　範　久（福　岡） 成　田　晴　夫（千　葉） 大　井　正　人（富　山） 及　川　隆　寿（岩　手）

順位 １６２cm以下級 １６５cm以下級 １６８cm以下級 １７１cm以下級 １７５cm以下級
１位 重　岡　寿　典（広　島） 石　井　輝　男（東　京） 鎌　田　     優（東　京） 井　上　裕　章（静　岡） 竹　内　大　生（鳥　取）
２位 中　西　健　一（三　重） 竹　村　敦　司（愛　知） 国　塚　清　久（神奈川） 片　川　     淳（山　口） 及　川　隆　寿（岩　手）
３位 北　村　弘　行（社会人） 今　村　     敬（宮　城） 内　野　     充（東　京） 谷　澤　一　矢（神奈川） 森　内　至　夫（大　阪）
４位 加　納　     勉（愛　知） 大　庭　範　久（福　岡） 柳　沢　伸　一（東　京） 椿　     幸　仁（三　重） 長　田　洋　一（社会人）
５位 川　上　利　宏（宮　城） 川　上　政　貴（宮　城） 田　代　     圭（社会人） 坂　口　俊　司（大　阪）
６位 坂　本　信　一（神奈川） 吉　田　秀　一（富　山） 和　田　信　彦（静　岡） 水　宅　孝　美（長　野）
順位 １８０cm以下級 １８０cm超級
１位 田　口　俊　介（東　京） 今　井　良　平（長　崎）
２位 石　丸　広　史（福　岡） 山　嵜　成　知（東　京）
３位 五十嵐　樹 生（富　山）

順位 １６０cm以下級 １６５cm以下級 １６８cm以下級 １７２cm以下級 １７６cm以下級
１位 川　辺　     仁（大　阪） 原　    哲　矢（社会人） 玉　井　正　宏（大　阪） 仲　泊　兼　也（沖　縄） 金　井　雅　樹（大　阪）
２位 溝　口　隆　広（静　岡） 石　井　輝　男（東　京） 鎌　田　     優（東　京） 難　波　文　義（三　重） 田　中　良　一（大　阪）
３位 浦　本　真　明（兵　庫） 堤　    武　志（北海道） 内　野　     充（東　京） 井　上　裕　章（静　岡） 竹　内　大　生（鳥　取）
４位 北　村　弘　行（社会人） 竹　村　敦　司（愛　知） 征　矢　洋　文（長　野） 林　     勇　宇（東　京） 長　田　洋　一（社会人）
５位 山　本　隆　善（石　川） 神　野　裕　二（愛　知） 小　林　計　成（愛　知） 椿　     幸　仁（三　重） 小　島　直　太（埼　玉）
６位 中　西　健　一（三　重） 長谷川　　　渉（愛　知） 赤　山　　　 享（岡　山） 新　藤　健　次（和歌山）
順位 １７６cm超級 オーバーオール ﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ賞
１位 田　口　俊　介（東　京） 仲　泊　兼　也（沖　縄） 仲　泊　兼　也（沖　縄）
２位 西　田　哲　之（愛　知）
３位 奥　田　純　也（岐　阜）
４位 佐　藤　弘　人（大　阪）
５位 世古口　和 久（三　重）
６位 日　下　泰　夫（石　川）

順位 １６５cm以下級 １６８cm以下級 １７１cm以下級 １７５cm以下級 １７５cm超級
１位 原　     哲　矢（社会人） 片　岡　俊　和（岡　山） 片　川　     淳（山　口） 金　井　雅　樹（大　阪） 村　山　     元（新　潟）
２位 石　井　輝　男（東　京） 田　代　     圭（社会人） 林　     勇　宇（東　京） 田　中　良　一（大　阪） 田　口　俊　介（東　京）
３位 仲　本　智　治（大　阪） 成　田　晴　夫（千　葉） 柳　沢　伸　一（東　京） 平　木　     翔（兵　庫） 河　村　秀　美（広　島）
４位 竹　村　敦　司（愛　知） 丸　山　貴　弘（京　都） 猿　山　直　史（大　阪） 長　田　洋　一（社会人） 滝　澤　     勤（東　京）
５位 日　下　哲　也（大　阪） 田　川　栄　助（栃　木） 髙　岸　豊　治（三　重） 森　内　至　夫（大　阪） 佐　藤　弘　人（大　阪）
６位 中　西　健　一（三　重） 五十嵐　立　彦（三　重） 谷　澤　一　矢（神奈川） 五　嶋　弘　美（福　岡） 山　嵜　成　知（東　京）
順位 オーバーオール ﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ賞
１位 村　山　     元（新　潟） 金　井　雅　樹（大　阪）

順位 165cm以下級 168cm以下級 171cm以下級 175cm以下級 175cm超級
１位 原　　　 哲　矢（神奈川） 鎌　田　　　 優（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 長　田　洋　一（社会人） 河　村　秀　美（広　島）
２位 竹　村　敦　司（愛　知） 片　岡　俊　和（岡　山） 林　　　 勇　宇（東　京） 大　橋　勝　彦（宮　城） 見　田　達　也（東　京）
３位 谷　村　紀　嗣（宮　城） 田　代　　　 圭（社会人） 猿　山　直　史（大　阪） 五　嶋　弘　美（福　岡） 佐　藤　弘　人（大　阪）
４位 今　村　　　 敬（宮　城） 内　野　　　 充（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 大久保　真 啓（宮　城） 田　口　俊　介（東　京）
５位 北　村　弘　行（社会人） 加　藤　　　 充（社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 齋　藤　孝　治（宮　城） 名　塚　岳　宏（埼　玉）
６位 菊　地　　　 賢（東　京） 山　本　貴　博（愛　知） 有　門　勝　久（福　岡） 鎌　田　　　 圭（宮　城） 山　嵜　成　知（東　京）
順位 オーバーオール ﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ賞
１位 鎌　田　　　 優（東　京） 鎌　田　　　 優（東　京）

2016年 第8回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2013年 第5回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2012年 第4回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2014年 第6回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2015年 第7回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表
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順位 165cm以下級 170cm以下級 175cm以下級 175cm超級
１位 原　　　 哲　矢（神奈川） 鎌　田　　　 優（東　京） 谷　澤　一　矢（神奈川） 佐　藤　弘　人（大　阪）
２位 甲　田　　　 敦（長　野） 片　岡　俊　和（岡　山） 多治見　聡 嗣（愛　知） 田　口　俊　介（東　京）
３位 寺　井　義　忠（石　川） 廣　田　俊　彦（愛　知） 志　賀　英　介（神奈川） 桃　沢　裕　二（愛　知）
４位 川　辺　　　 仁（大　阪） 城　間　　　 明（社会人） 水　宅　孝　美（長　野） 見　田　達　也（東　京）
５位 北　村　弘　行（兵　庫） 神　野　裕　二（愛　知） 桑　原　晴　彦（東　京） 中　島　幸　忠（神奈川）
６位 今　村　　　 敬（宮　城） 猿　山　直　史（大　阪） 竹　中　　　 孝（岐　阜） 村　山　　　 元（新　潟）

順位 165cm以下級 170cm以下級 175cm以下級 175cm超級
１位 甲　田　　　 敦（長　野） 廣　田　俊　彦（愛　知） 片　川　　　 淳（山　口） 原　　　 辰　徳（三　重）
２位 須　藤　高　峰（東　京） 田　代　　　 圭（社会人） 吉　山　潤　一（長　崎） 三　橋　信　之（三　重）
３位 宮　島　　　 望（三　重） 神　野　裕　二（愛　知） 大　橋　勝　彦（宮　城） 大　坪　克　也（宮　崎）
４位 吉　田　秀　一（富　山） 猿　山　直　史（大　阪） 五　嶋　弘　美（福　岡） 石　丸　広　史（福　岡）
５位 北　村　弘　行（兵　庫） 知　念　康　成（沖　縄） 清　嶋　功　介（東　京） 松　岡　羊　輔（熊　本）
６位 千　束　正　彦（社会人） 城　間　　　 明（沖　縄） 木　下　靖　年（福　岡）

順位 165cm以下級 170cm以下級 175cm以下級
１位 溝　口　隆　広（静　岡） 田　代　　　 圭（社会人） 松　下　純　治（沖　縄）
２位 甲　田　　　 敦（長　野） 神　野　裕　二（愛　知） 片　川　　　 淳（山　口）
３位 清　水　嘉　春（長　野） 廣　田　俊　彦（愛　知） 谷　澤　一　矢（神奈川）
４位 竹　村　敦　司（愛　知） 柳　沢　伸　一（東　京） 五　嶋　弘　美（福　岡）
５位 高　垣　　 徹（和歌山） 仲　本　智　治（大　阪） 多治見　聡 嗣（愛　知）
６位 吉　田　秀　一（富　山） 徳　田　克　彦（静　岡） 佐々木　仁 史（東　京）

2009年 第1回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2010年 第2回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表

2011年 第3回 日本クラシック選手権大会 入賞者一覧表
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２０１４年（1回） ２０１５年（2回） ２０１６年（3回） ２０１７年（4回） ２０１８年（5回）

１位 中　浜　貴　昌（広　島） 末　松　純　一（京　都） 多　田　     哲（東　京）

２位 西　村　     卓（大　阪） 豊　田　純　也（沖　縄） 髙　橋　悠　希（大　阪）

３位 宇　野　明　訓（神奈川） 多　田　     哲（東　京） 末　松　純　一（京　都）

４位 衛　藤　雄　一（東　京） 井　坂　真　也（三　重） 高　橋　雄　志（埼　玉）

５位 木　下　昭　文（東　京） 田　中　光　昭（神奈川） 中　畑　     惇（兵　庫）

６位 山　下　公　仁（宮　城） 宇　野　明　訓（東　京） 坂　井　大　樹（大　阪）

≪年令制限無≫ ≪年令制限無≫

１位 坂　井　大　樹（滋　賀） 横　川　尚　隆（東　京） 湯　浅　幸　大（東　京）

２位 桑　﨑　     寛（東　京） 湯　浅　幸　大（東　京） 徳　久　大　器（神奈川）

３位 江　川　裕　二（広　島） 徳　久　大　器（神奈川） 山　川　     唯（滋　賀）

４位 米　田　将　司（兵　庫） 田　中　　　 充（東　京） 勢　馬　大　介（東　京）

５位 原　     謙　司（埼　玉） 新　保　政　信（石　川） 飯　嶋　     亮（東　京）

６位 川　出　貴　士（栃　木） 米　田　将　司（兵　庫） 原　     謙　司（埼　玉）

≪年令制限無≫ ≪年令制限無≫

１位 長谷川　浩 久（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪）

２位 有　馬　康　泰（千　葉） 中　村　厚　志（埼　玉） 長谷川　浩 久（大　阪）

３位 中　村　厚　志（埼　玉） 珠　玖　悟　史（千　葉） 中　村　厚　志（東　京）

４位 石　本　正　人（大　阪） 加　治　康　武（東　京） 原　田　大　智（広　島）

５位 堂　野　耕　一（大　阪） 竹　中　     孝（岐　阜） 甲 村　隆一朗（愛　知）

６位 野　島　     賢（東　京） 有　馬　康　泰（東　京） 加　治　康　武（東　京）

≪年令制限無≫ ≪年令制限無≫

１位 齋　藤　真　人（東　京） 齋　藤　真　人（東　京） 加藤 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 真人（東　京）

２位 谷　口　健　太（兵　庫） 長島ユージーン（大　阪） 長島ユージーン（大　阪）

３位 木　全　靖　陛（岐　阜） 岩　田　卓　磨（東　京） 竹　本　直　人（東　京）

４位 黒　崎　裕　幸（東　京） 菅　原　辰　馬（埼　玉） 小　泉　憲　治（神奈川）

５位 岩　田　卓　磨（東　京） 蟹　澤　磨亜玖（神奈川） ｼｪﾚﾝ ｲｰｽﾝ 佑太（東　京）

６位 小 坂　正太郎（奈　良） 須　原　公　司（東　京） 岩　田　卓　麿（東　京）

≪年令制限無≫ ≪年令制限無≫

１位 田　村　宜　丈（神奈川）

２位 衛　藤　雄　一（東　京）

３位 佐　藤　智　胤（広　島）

４位 山　下　公　仁（宮　城）

５位 新　保　政　信（石　川）

６位 大殿内南生人（沖　縄）

１位 齋　藤　真　人（東　京）

２位 佐 伯　伊都企（愛　知）

３位 竹　中　　　 孝（岐　阜）

４位 桑　原　晴　彦（神奈川）

５位 上　中　一　司（大　阪）

６位 財　全　浩　次（大　分）

１位 荒 木　健太郎（埼　玉）

２位 蟹 澤　麿亜玖（東　京）

３位 永　友　達　大（北海道）

４位 戸　田　秀　一（神奈川）

５位 庄　司　祐　樹（神奈川）

６位 持　田　教　利（神奈川）

１位 長谷川　浩 久（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪） 佐　藤　正　悟（大　阪）

２位 齋　藤　真　人（東　京） 湯　浅　幸　大（東　京）

３位 横　川　尚　隆（東　京） 齋　藤　真　人（東　京）

４位 末　松　純　一（京　都） 加藤 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 真人（東　京）

５位 田　村　宜　丈（神奈川）

６位 多　田　     哲（東　京）

40才以
下

１７６cm
以下級

ジュニア

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

日本メンズフィジーク選手権大会入賞者一覧表

40才以
下

１７６cm
超級

40才超
１７２cm
以下級

40才超
１７２cm
超級

40才以
下

１６８cm
以下級

40才以
下

１７２cm
以下級
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２０１６年（10回） ２０１７年（11回） ２０１８年（12回） ２０１９年（13回） ２０２０年（14回）

１位 齋 藤　有紀子（栃　木）

２位 衛 藤　佳代子（東　京）

３位 秋 山　千香子（東　京）

４位 廣　橋　鈴　代（大　阪）

５位 矢 野　かずみ（東　京）

６位

１位 西　島　里　紗（福　岡）

２位 山　下　由　美（宮　城）

３位 金 子　真紀子（東　京）

４位 越　川　順　子（東　京）

５位 太 田　美貴子（京　都）

６位 小　山　宴　代（東　京）

１位 阿　部　美　早（岩　手）

２位 山 本　加容子（東　京）

３位 中　島　千　春（埼　玉）

４位 城　戸　雅　代（大　阪）

５位 竹　下　明　子（東　京）

６位 平 井　和歌子（埼　玉）

１位 長　島　雅　子（埼　玉）

２位 清 水　恵理子（東　京）

３位 打　海　淳　子（広　島）

４位 山 村　由加里（北海道）

５位 大　岩　典　子（愛　知）

６位 柴　田　昌　美（埼　玉）

１位 齋 藤　有紀子（栃　木）

２位 阿　部　美　早（岩　手）

３位 西　島　里　紗（福　岡）

４位 長　島　雅　子（埼　玉）

２０１１年（5回） ２０１２年（6回） ２０１３年（7回） ２０１４年（8回） ２０１５年（9回）

１位 菊　池　誉　子（茨　城） 土 門　真理子（宮　城） 衛 藤　佳代子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京）

２位 土 門　真理子（宮　城） 伊　藤　志　江（愛　知） 小 林　有紀子（栃　木） 小 林　有紀子（栃　木） 小 林　有紀子（栃　木）

３位 小 林　有紀子（栃　木） 衛 藤　佳代子（東　京） 安谷屋 かおる（沖　縄） 齋　藤　由　紀（福　島） 秋 山　千香子（東　京）

４位 菊　池　智　子（大　阪） 小 林　有紀子（栃　木） 菊　池　智　子（大　阪） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 山　田　朝　美（静　岡）

５位 伊　藤　志　江（愛　知） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 長　島　雅　子（埼　玉） 長　島　雅　子（埼　玉） 安谷屋 かおる（沖　縄）

６位 衛 藤　佳代子（東　京） 礒 野　かおる（兵　庫） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 加　藤　弘　子（東　京） 長　島　雅　子（埼　玉）

≪160cm以下≫

１位 中　村　静　香（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 金 子　真紀子（東　京）

２位 山　下　由　美（宮　城） 谷 川　千奈美（愛　知） 坂　本　愛　美（東　京） 坂　本　愛　美（東　京） 山　下　由　美（宮　城）

３位 山　崎　志　保（東　京） 大八木 まり子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 太 田　美貴子（京　都） 小　山　宴　代（東　京）

４位 野　沢　知　代（茨　城） 千　守　由　起（大　阪） 太 田　美貴子（京　都） 市　川　志　保（東　京） 西　島　里　紗（福　岡）

５位 岸　田　　　 恵（滋　賀） 岸　田　　　 恵（滋　賀） 谷 川　千奈美（愛　知） 谷　口　ナオミ（大　阪） 太 田　美貴子（京　都）

６位 千　守　由　起（大　阪） 楢 﨑　明日香（福　岡） 谷　口　ナオミ（大　阪） 谷 川　千奈美（愛　知） 越　川　順　子（東　京）

≪164cm以下≫

１位 浅 田　ふぢ子（東　京） 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（福　島） 阿　部　美　早（岩　手） 山 本　加容子（東　京）

２位 豊　田　玲　子（神奈川) 浅 田　ふぢ子（東　京） 加　福　明　子（大　阪） 山 本　加容子（東　京） 阿　部　美　早（岩　手）

３位 小　野　貴　子（千　葉） 豊　田　玲　子(神奈川) 山 本　加容子（東　京） 加　福　明　子（大　阪） 城　戸　雅　代（大　阪）

４位 北　原　順　子（佐　賀） 山 本　加容子（東　京） 北　野　明　美（石　川） 丸　山　典　子（東　京） 永　山　友　美（東　京）

５位 五　井　由　美（宮　城） 北　原　順　子（佐　賀） 服　部　淳　子（三　重） 服　部　淳　子（三　重） 五　井　由　美（宮　城）

６位 加　福　明　子（大　阪） 新　井　敬　子（大　阪） 高 栄　佐規子（大　阪） 五　井　由　美（宮　城） 平 井　和歌子（埼　玉）

≪１６４cm超≫

１位 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） 水　野　文　江（愛　知）

２位 小　川　ジーナ（岐　阜） 小笠原　伸 子(神奈川) 遠 藤　桂生美（鳥　取） 中　村　静　香（福　島） 内　海　淳　子（広　島）

３位 丹　羽　裕　子（京　都） 小 川　ジーナ（岐　阜） 水　野　文　江（愛　知） 大八木 まり子（東　京） 柴　田　昌　美（埼　玉）

４位 築　地　　　 郁（東　京） 戸　谷　寿　美（東　京） 小 川　ジーナ（岐　阜） 水　野　文　江（愛　知） 菅 原　佳代子（青　森）

５位 大　西　弘　美（福　井） 鳥　飼　京　子（千　葉） 大　西　弘　美（福　井） 吉　谷　美　香（東　京） 成　岡　はるみ（千　葉）

６位 櫻　井　藤　子（長　野） 遠 藤　桂生美（鳥　取） 吉　谷　美　香（東　京） 戸　谷　寿　美（東　京） 大　西　弘　美（福　井）

１位 中　村　静　香（宮　城） 阿　部　美　早（岩　手） 衛 藤　佳代子（東　京）

２位 山 本　加容子（東　京）

３位 金 子　真紀子（東　京）

４位 水　野　文　江（愛　知）

オールジャパン･ボディフィットネス選手権大会入賞者一覧表

40才
以上級

158cm
以下級

163cm
以下級

163cm
超級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

158cm
以下級

163cm
以下級

163cm
超級

40才
以上級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ
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２００６年（3回） ２００７年（1回） ２００８年（2回） ２００９年（3回） ２０１０年（4回）

１位 三　國　智　子（静　岡） 菊　池　智　子（大　阪） 望　月　朋　子（静　岡） 望　月　朋　子（静　岡） 岡　本　　　 薫（京　都）

２位 中　村　静　香（宮　城） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 菊　池　智　子（大　阪） 岡　本　    薫（京　都） 小 倉　紫絵香（東　京）

３位 望　月　朋　子（静　岡） 大八木 まり子（東　京） 岡　本　　　 薫（京　都） 小 倉 紫絵香（東　京） 菊　池　智　子（大　阪）

４位 菊　池　智　子（兵　庫） 伊　藤　志　江（愛　知） 成　岡　はるみ（東　京） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 伊　藤　志　江（愛　知）

５位 森　　　 弘　子(神奈川） 田　嶋　則　子（愛　知） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 佐々木 あゆみ（静　岡） 佐　藤　聡　恵（宮　城）

６位 渡　部　しのぶ（千　葉） 田　中　綾　子（大　阪） 大八木　まり子（東　京） 伊　藤　志　江（愛　知） 小 林　有紀子（栃　木）

７位 田　守　桃　子（京　都） 木 下　美弥子（福　岡）

８位 築　地　　　 郁（東　京）

９位 礒  野　かおる（兵　庫）

10位 谷 川　千奈美（愛　知）

11位 佐　藤　恵　美（東　京）

12位 田　中　綾　子（大　阪）

１位 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡） 武　田　智　子（静　岡） 中　村　静　香（宮　城）

２位 森　　　 弘　子（東　京） 吉　岡　みどり（京　都） 中　村　静　香（宮　城） 山　下　由　美（宮　城）

３位 千　守　由　起（大　阪） 中　村　静　香（宮　城） 浅　田　ふぢ子（東　京） 山　崎　志　保（東　京）

４位 渡　部　しのぶ（東　京） 山　下　由　美（宮　城） 吉　岡　みどり（京　都） 千　守　由　起（大　阪）

５位 吉　岡　みどり（京　都） 小 倉　紫絵香（東　京） 渡　部　しのぶ（東　京） 岸　田　　　 恵（滋　賀）

６位 清　水　優　子（東　京） 清　水　優　子（東　京） 北　原　順　子（佐　賀） 大　西　弘　美（福　井）

≪164cm級≫

１位 浅  田　ふぢ子（東　京）

２位 豊　田　玲　子(神奈川）

３位 北　原　順　子（佐　賀）

４位 新　井　敬　子（大　阪）

５位 田　村　朋　子（東　京）

６位 杉　山　恵　里（東　京）

岡　本　　　 薫（京　都）

２００４年（1回） ２００５年（2回）

１位 山 中　輝世子（大　阪）

２位 中　村　静　香（東　京）

３位 田　守　桃　子（大　阪）

４位 浜　田　　　 薫（大　阪）

５位 西　田　　　 香（大　阪）

６位 丹　羽　裕　子（京　都）

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

160cm

160cm超

164cm超

オールジャパン･ボディフィットネス選手権大会入賞者一覧表

ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ
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２０１４年（1回） ２０１５年（2回） ２０１６年（3回） ２０１７年（4回） ２０１８年（5回）

１位 大　里　晴　香（福　岡） 大　里　晴　香（福　岡） 藤　松　直　子（愛　知）

２位 三 船　麻里子（東　京） 秋　本　明　子（神奈川） 森　           梓（大　阪）

３位 礒　野　かおる（兵　庫） 森 本　絵梨奈（大　阪） 七　戸　亜　樹（神奈川）

４位 花　木　     緑（愛　知） 倉　橋　麻　実（東　京） 大　里　晴　香（福　岡）

５位 森 本　絵梨奈（大　阪） 會 澤　由美子（東　京） 遠　藤　未　央（神奈川）

６位 藤　松　直　子（愛　知） 西水流　由 貴（鹿児島）

≪年令制限無≫

１位 荻　山　はるか（愛　知） 高　橋　夏　美（神奈川） 倉　地　美　晴（愛　知）

２位 谷　口　ナオミ（大　阪） 大　渡　美　咲（福　島） 岡　田　     幸（愛　知）

３位 菅　原　 ジョイ（東　京） 荻　山　はるか（愛　知） 髙　橋　夏　美（東　京）

４位 石　上　匡　子（東　京） 下　村　裕　希（大　阪）

５位 横 田　なおみ（千　葉） 安　里　夏　子（愛　知）

６位 杉 浦　能理子（京　都） 大　渡　美　咲（宮　城）

≪年令制限無≫

１位 新　井　敬　子（大　阪） 安　井　友　梨（愛　知） 安　井　友　梨（愛　知）

２位 椎 名　智香子（千　葉） 福　島　麻　里（大　阪） 福　島　麻　里（大　阪）

３位 丸　山　典　子（東　京） 田　中　絢　子（大　阪）

４位 関　     貴　子（大　阪） 羽 鳥　茉利絵（東　京）

５位 戸　澤　 ま　り（埼　玉） 角　田　聖　奈（神奈川）

６位 蒲 生　恵美子（福　島） 堀　     和　恵（岐　阜）

≪年令制限無≫

１位 三　船　麻里子（東　京） 三 船　麻里子（東　京）

２位 礒　野　かおる（兵　庫） 秋　本　明　子（東　京）

３位 佐々木　美 香（埼　玉） 関　根　秀　子（東　京）

４位 関　根　秀　子（東　京） 山　中　小　巻（東　京）

５位 吉　谷　美　香（東　京） 澁　谷　美和子（神奈川）

６位 山　中　小　巻（東　京） 森　     佳　美（茨　城）

１位 菅　原　  ジョイ（東　京） 菅　原　 ジョイ（東　京）

２位 徳　永　佳　恵（神奈川） 潤　　　美和子（東　京）

３位 谷　口　ナオミ（兵　庫） 徳　永　佳　恵（神奈川）

４位 工　藤　慶　子（宮　城） 佐　藤　恵　美（東　京）

５位 潤　　　美和子（東　京） 齋　藤　優　子（栃　木）

６位 大 森　恵美子（東　京） 斉　野　陽　子（東　京）

１位 椎 名　智香子（千　葉） 小　野　貴　子（千　葉）

２位 加　藤　智　子（愛　知） 丸　山　典　子（東　京）

３位 関　    貴　子（大　阪） 森　    弘　子（神奈川）

４位 戸　澤　ま　り（埼　玉） 戸　澤　 ま　り（埼　玉）

５位 ＬｉＬｉＣｏ（東　京） 小　川　美　衣（滋　賀）

６位 三本木 しのぶ（宮　城） 加　藤　智　子（愛　知）

１位 新　井　敬　子（大　阪） 安　井　友　梨（愛　知） 安　井　友　梨（愛　知）

２位 椎 名　賀香子（千　葉） 倉　地　美　晴（愛　知）

３位 三 船　麻里子（東　京） 三 船　麻里子（東　京）

４位 菅　原　 ジョイ（東　京） 小　野　貴　子（千　葉）

５位 大　里　晴　香（福　岡） 菅　原　 ジョイ（東　京）

６位 高　橋　夏　美（神奈川） 藤　松　直　子（愛　知）

オールジャパン･フィットネスビキニ選手権大会入賞者一覧表

35才超
１５８cm
以下級

35才超
１６３cm
以下級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

35才以
下

１５８cm
以下級

35才以
下

１６３cm
以下級

35才以
下

１６３cm
超級

35才超
１６３cm
超級
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２０１６年（21回） ２０１７年（22回） ２０１８年（23回） ２０１９年（24回） ２０２０年（25回）

１位 菊　池　智　子（東　京）

２位 竹　田　博　子（東　京）

３位 成 岡　はるみ（千　葉）

４位 鈴　木　光　代（宮　城）

５位 小　林　奈　美（神奈川）

１位 高　田　     巖（東　京）

２位 寺　崎　一　宏（神奈川）

３位 辻　     秀　起（東　京）

２０１１年（16回） ２０１２年（17回） ２０１３年（18回） ２０１４年（19回） ２０１５年（20回）

１位 菊　池　智　子（大　阪） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 菊　池　智　子（東　京） 菊　池　智　子（東　京）

２位 竹　田　博　子（東　京） 菊　池　智　子（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都）

３位 千　守　由　起（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪） 深　野　麻　夜（群　馬） 成　岡　はるみ（千　葉）

４位 竹　田　博　子（東　京） 竹　田　博　子（東　京） 大　里　晴　香（福　岡） 竹　田　博　子（東　京）

５位 岸　田　　　 恵（滋　賀） 野　田　真　奈（大　阪） 鈴　木　光　代（福　島） 深　野　麻　夜（群　馬）

６位 大　里　晴　香（福　岡） 岸　田　     恵（滋　賀） ≪オーバーオール≫ 本　間　明　子（北海道）

１位 千　守　由　起（大　阪） ≪オーバーオール≫ ≪オーバーオール≫ ≪オーバーオール≫

２位 野　田　真　奈（奈　良）

３位 丹　羽　裕　子（京　都）

４位

１位 清 水　紘二郎（神奈川）

２位 魚　原　      大（大　阪）

３位 高　田　      巖（東　京）

４位 兼　田　健　生（福　岡）

５位 遠　藤　竜　正（大　阪）

６位 鈴　木　俊　彦（神奈川）

２００６年（11回） ２００７年（12回） ２００８年（13回） ２００９年（14回） ２０１０年（15回）

１位 望　月　朋　子（静　岡） 菊　池　智　子（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪） 成　岡　はるみ（東　京） 菊　池　智　子（大　阪）

２位 菊　池　智　子（大　阪） 大八木 まり子（東　京） 成　岡　はるみ（東　京）

３位 田　嶋　則　子（愛　知） 伊　藤　志　江（愛　知）

４位 土　居　恵　理（大　阪）

５位

１位 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡） 武　田　智　子（静　岡） 山　下　由　美（宮　城）

２位 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 千　守　由　起（大　阪）

３位 田　守　桃　子（大　阪） 千　守　由　起（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都） 吉　岡　 みどり（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都）

４位 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都） 千　守　由　起（大　阪） 千　守　由　起（大　阪）

５位 千　守　由　起（大　阪） 岸　田　　　 恵（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都）

６位 岸　田　　　 恵（京　都）

２００１年（６回） ２００２年（７回） ２００３年（８回） ２００４年（９回） ２００５年（10回）

１位 山 中　輝世子（大　阪） 望　月　朋　子（静　岡） 望　月　朋　子（静　岡） 山 中　輝世子（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪）

２位 齊　藤　　　 円（大　阪） 山 中　輝世子（大　阪） 山 中　輝世子（大　阪） 浜　田　　　 薫（大　阪）

３位 望　月　朋　子（静　岡） 川　本　文　子(神奈川） 浜　田　　　 薫（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪）

４位 丹　羽　裕　子（京　都） 斉　藤　雅　美（栃　木） 菊　池　智　子（大　阪） 神　口　陽　子（大　阪）

５位 山　口　順　子（大　阪） 神　口　陽　子（大　阪） 若　林　雪　乃（大　阪）

６位 佐　藤　久　美（東　京） 関　根　美　穂（東　京）

７位 谷 口　真由美（東　京）

８位 中　村　静　香（宮　城）

９位 赤 崎　由美子（東　京）

10位 小　松　浩　美（埼　玉）

１位 ≪オーバーオール≫ 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城） 三　國　智　子（静　岡）

２位 振　角　幸　永（大　阪） 振　角　幸　永（兵　庫） 齊　藤　　　 円（大　阪） 田　守　桃　子（大　阪）

３位 丹　羽　裕　子（京　都） 田　守　桃　子（大　阪） 振　角　幸　永（兵　庫） 谷 口　真由美（東　京）

４位 及　川　美　奈（東　京） 丹　羽　裕　子（京　都） 田　守　桃　子（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都）

５位 水　納　良　子（東　京） 谷 口　真由美（東　京） 西　田　　　 香（大　阪） 吉　岡　みどり（京　都）

６位 曽　根　優　子（宮　城） 西　田　　　 香（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都）

ミ　ス
160cm
超級

メンズ

ﾐ　ｽ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
１６０cm

ﾐ　ｽ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
１６０cm

超

ﾐ　ｽ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
１６０cm

ﾐ　ｽ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
１６０cm

超

オールジャパン･フィットネス選手権大会入賞者一覧表

ミ　ス

メンズ

ミ　ス
160cm
以下級
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１９９６年（1回） １９９７年（2回） １９９８年（3回） １９９９年（4回） ２０００年（5回）

１位 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） 山 中　輝世子（大　阪）

２位 鹿 間　由利子（　　　　） 齊　藤　　　 円（大　阪） 山 中　輝世子（大　阪） 中　野　恭　子（栃　木） 齊　藤　　　 円（大　阪）

３位 横 田　喜代美（宮　城） 浅 見　由紀子（　　　　） 田　近　寿　実（　　　　） 立 花　真由美（東　京） 谷 口　真由美（東　京）

４位 鰐　渕　伸　枝（　　　　） 岡　本　ゆう子（　　　　） 江 口　由利子（東　京） 江 口　由利子（東　京） 丹　羽　裕　子（京　都）

５位 小 関　佳世子（　　　　） 小　田　陽　子（　　　　） 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都） 江 口　由利子（東　京）

６位 田　近　寿　実（　　　　） 市　川　裕　美（　　　　） 山　口　順　子（大　阪） 左　京　麻　利（東　京） 左　京　麻　利（東　京）

７位 今　井　尚　美（東　京） 桑　本　京　子（長　崎）

８位 小　菅　律　子（東　京） 小　菅　律　子（東　京）

９位 赤 崎　由美子（東　京） 今　井　尚　美（東　京）

10位 馬 塚　三枝子（東　京） 町　田　幸　子（埼　玉）

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ
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２０１６年（1回） ２０１７年（2回） ２０１８年（3回） ２０１９年（4回） ２０２０年（5回）

１位 三 船　麻里子（東　京）

２位 椎 名　智香子（千　葉）

３位 菅　原　ジ ョ イ（東　京）

４位 高　橋　夏　美（神奈川）

５位 潤　　　美和子（東　京）

６位 福　島　麻　里（大　阪）

１位 斉 藤　有紀子（栃　木）

２位 山　下　由　美（宮　城）

３位 秋 山　千香子（東　京）

４位 長　島　雅　子（埼　玉）

５位 小　山　宴　代（東　京）

６位

１位 長谷川　浩 久（大　阪）

２位 斉　藤　真　人（東　京）

３位 徳　久　大　器（神奈川）

４位 衛　藤　雄　一（東　京）

５位 多　田　     哲（東　京）

６位 加　治　康　武（東　京）

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ

ＳＰＯＲＴＥＣ　ＣＵＰ入賞者一覧表

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
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２０１５年（15回） ２０１６年（16回） ２０１７年（17回） ２０１８年（18回） ２０１９年（19回）

１位 山　田　朝　美（静　岡） 矢 野　かずみ（東　京）

２位 矢 野　かずみ（東　京） 山　下　智　子（愛　知）

３位 吉　谷　美　香（神奈川） 宮　前　幸　子（千　葉）

４位 勝　亦　響　子（静　岡） 勝　亦　響　子（静　岡）

５位 中　村　智　子（愛　知） 山　口　あずさ（東　京）

６位 宮　前　幸　子（千　葉） 吉　谷　美　香（東　京）

１位 鎗　田　美　樹（東　京） 加　藤　明　子（東　京）

２位 深　野　麻　夜（群　馬） 神 谷　美由紀（岐　阜）

３位 神 谷　美由紀（岐　阜） 和　田　美　保（愛　知）

４位 加　藤　明　子（東　京） 小 松　真梨子（京　都）

５位 和　田　美　保（愛　知）

６位

１位 平 井　和歌子（埼　玉） 戸　澤　 ま　り（埼　玉）

２位 五　井　由　美（宮　城） 五　井　由　美（宮　城）

３位 戸　澤　 ま　り（埼　玉） 平 井　和歌子（埼　玉）

４位 齋　藤　こずえ（埼　玉） 松 井　いず美（神奈川）

５位 近 藤　恵理子（静　岡） 竹　下　明　子（千　葉）

６位 音喜多　貴 子（東　京） 音喜多　貴 子（東　京）

１位 内　海　淳　子（広　島） 打　海　淳　子（広　島）

２位 川　島　る　み（愛　知） 大　岩　典　子（愛　知）

３位 田　岡　眞　美（三　重） 鈴　木　光　代（福　島）

４位 柴　田　昌　美（埼　玉） 川　島　る　み（愛　知）

５位 土 師　智恵美（兵　庫） 土 師　智恵美（兵　庫）

６位 櫻　井　藤　子（長　野） 田　岡　眞　美（三　重）

１位 山　田　朝　美（静　岡） 矢 野　かずみ（東　京）

２位 内　海　淳　子（広　島） 打　海　淳　子（広　島）

３位 平 井　和歌子（埼　玉） 加　藤　明　子（東　京）

４位 鎗　田　美　樹（東　京） 戸　澤　 ま　り（埼　玉）

ミス２１健康美大会入賞者一覧表

158cm級

163cm級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

163cm
超級

50才
以上級
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２０１０年（10回） ２０１１年（11回） ２０１２年（12回） ２０１３年（13回） ２０１４年（14回）

１位 土 門　真理子（宮　城） 土 門　真理子(宮　城) 長　島　雅　子（埼　玉） 三 船　麻里子(東　京) 井　上　けい子（静　岡）

２位 礒　野　かおる（兵　庫） 礒 野　かおる(兵　庫) 三 船　麻里子（東　京） 山　田　朝　美(静　岡) 山　田　朝　美（静　岡）

３位 戸　谷　寿　美（東　京） 衛 藤　佳代子(東　京) 吉　谷　美　香(神奈川) 萩　尾　由　香(東　京) 萩　尾　由　香（東　京）

４位 長　島　雅　子（埼　玉） 築　地　　　郁(東　京) 萩　尾　由　香（東　京） 太　田　絵　里(長　野) 加　藤　弘　子（東　京）

５位 飯　田　理　子（東　京） 長　島　雅　子(埼　玉) 太　田　絵　里（長　野） 吉　谷　美　香(神奈川) 片　野　恵　子（東　京）

６位 風　見　夕　美（東　京） 吉　谷　美　香(神奈川) 中　村　智　子（愛　知） 中　村　智　子(愛　知) 吉　谷　美　香（東　京）

７位 阿 部　恵利子（宮　城） 丹　野　聡　子(東　京)

８位 遠 藤　桂生美（鳥　取） 佐　藤　恵　美(東　京)

９位 鳥　飼　京　子（千　葉） 谷 川　千奈美(愛　知)

10位 林　　　なつみ（東　京） 大　原　貴　美(東　京)

11位 神　山　優　子（栃　木）

12位 北　村　奈　智（東　京）

≪160cm以下≫ ≪160cm以下≫

１位 丹　羽　裕　子（京　都） 大　内　和　子(神奈川) 深　田　真　未（愛　知） 太 田　美貴子(京　都) 菅　原　ジョイ（東　京）

２位 大　内　和　子(神奈川） 城　戸　雅　代(大　阪) 太 田　美貴子（京　都） 杉 浦　能理子(京　都) 鎗　田　美　樹（東　京）

３位 高　木　　　 緑（東　京） 杉 浦　能理子(京　都) 杉 浦　能理子（京　都） 神 谷　美由紀(岐　阜) 磯　山　範　子（東　京）

４位 城　戸　雅　代（大　阪） 楢 崎　明日香(福　岡) 鎗　田　美　樹（東　京） 鎗　田　美　樹(東　京) 神 谷　美由紀（岐　阜）

５位 石　橋　里　雪(東　京) 谷 川　千奈美（愛　知） 工　藤　慶　子(福　島) 石　上　匡　子（東　京）

６位 鎗　田　美　樹(東　京) 楢 崎　明日香（福　岡） 楢 﨑　明日香(福　岡) 潤　　　美和子（神奈川）

≪164cm以下≫ ≪164cm以下≫

１位 渡　部　しのぶ（千　葉） 安　藤　淑　子(愛　知) 高 栄　佐規子（兵　庫） 野　田　真　奈(大　阪) 五　井　由　美（宮　城）

２位 安　藤　淑　子（愛　知） 五　井　由　美(宮　城) 木　村　桂　子（京　都） 阿　部　美　早(岩　手) 戸　澤　ま　り（埼　玉）

３位 五　井　由　美（宮　城） 丸　山　典　子(東　京) 鈴　木　光　代（福　島） 木　村　桂　子(京　都) 三本木 しのぶ（福　島）

４位 山 本　加容子（東　京） 山 本　加容子(東　京) 齋　藤　こずえ(埼　玉) 齋　藤　こずえ（埼　玉）

５位 櫻　井　藤　子（長　野） 三　宅　由　樹(神奈川) 鈴　木　光　代(福　島) 吉 川　恵理子（静　岡）

６位 関　口　　　 泉（東　京） 櫻　井　藤　子(長　野) 田　岡　眞　美（三　重）

７位 大　島　さち子（千　葉）

≪164cm超≫ ≪164cm超≫

１位 丹　羽　裕　子（京　都） 水　野　文　江(愛　知) 乃　村　幸　子（大　阪）

２位 遠 藤　桂生美（鳥　取） 遠 藤　桂生美(鳥　取) 鈴　木　光　代（福　島）

３位 水　野　文　江（愛　知） 川　島　る　み(愛　知) 川　島　る　み（愛　知）

４位 鳥　飼　京　子（千　葉） 藤　原　成　子(兵　庫) 櫻　井　藤　子（長　野）

５位 川　島　る　み（愛　知） 寺　村　美　香(北海道)

６位 櫻　井　藤　子（長　野） 土 師　智恵美(兵　庫)

渡　部　しのぶ（千　葉） 安　藤　淑　子(愛　知) 高 栄　佐規子（兵　庫） 井　上　けい子（静　岡）

２００５年（5回） ２００６年（6回） ２００７年（7回） ２００８年（8回） ２００９年（9回）

１位 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） 伊　藤　志　江（愛　知）

２位 鈴　木　けい子（静　岡） 中曽根　麻 里（東　京） 成  岡  はるみ（千　葉） 伊　藤　志　江（愛　知） 磯　野　かおる（兵　庫）

３位 國府方　　　郁（東　京） 小　林　静　香（埼　玉） 伊  藤  志  江（愛　知） 東　　　奈々子（東　京） 風　見　夕　美（東　京）

４位 中曽根　麻 里（東　京） 伊　藤　志　江（愛　知） 國府方      郁（東　京） 戸　谷　寿　美（愛　知） 神　山　優　子（栃　木）

５位 成　岡　はるみ（千　葉） 関　口　　　 愛（東　京） 川  畑  千  春（東　京） 林　　　なつみ（東　京） 林　　　なつみ（東　京）

６位 空　閑　妹　子（群　馬） 戸  上  志  乃（福　岡） 北　村　奈　智（東　京） 遠 藤　桂生美（鳥　取）

７位 田  嶋  則  子（愛　知） ≪160cm級≫

１位 中　村　静　香（宮　城） 千　守　由　紀（大　阪） 安  藤  淑  子（愛　知） 北  原  順  子（佐　賀） 山　崎　志　保（東　京）

２位 山　根　弘　子(神奈川） 安　藤　淑　子（愛　知） 吉  岡  みどり（京　都） 安  藤  淑  子（愛　知） 安　藤　淑　子（愛　知）

３位 田　守　桃　子（兵　庫） 関　口　　　 泉（東　京） バートン 由樹(神奈川） 丹　羽　裕　子（京　都） 丹　羽　裕　子（京　都）

４位 丹　羽　裕　子（京　都） バートン 由 樹(神奈川） 北  原  順  子（佐　賀） 山　崎　志　保（東　京） 五　井　由　美（宮　城）

５位 安　藤　淑　子（愛　知） 荒　木　順　子（佐　賀） 丹  羽  裕  子（京　都） 浅　田　ふぢ子（東　京） 北　原　順　子（佐　賀）

６位 佐　藤　恵　美（東　京） 野　倉　智　子（愛　知） 関  口       泉（東　京） 岡　本　早　織（大　阪） 岩　野　陽　子（愛　知）

７位 渡　部　しのぶ（千　葉） 稲　葉　清　美（東　京） 阿 部  恵利子（宮　城） ≪160cm超級≫

８位 関　口　　　 泉（東　京）

163cm
超級

50才
以上級

158cm級

158cm
超級

ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ

158cm級

163cm級

ミス２１健康美大会入賞者一覧表
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２００１年（1回） ２００２年（2回） ２００３年（3回） ２００４年（4回）

１位 佐　京　麻　利（東　京） 佐　京　麻　利（東　京） 浜　田　　　 薫（　　　　） 関　口　　　 泉（東　京）

２位 関　口　　　 泉（東　京） 三　浦　ゆきこ(神奈川） 最 上　紫絵香（　　　　） 柏　　　 理　奈（埼　玉）

３位 宮　田　真　理（埼　玉） 山　本　直　子（広　島） 佐　京　麻　利（　　　　） 丹　羽　裕　子（大　阪）

４位 小　松　浩　美（埼　玉） 関　口　　　 泉（東　京） 篠　原　美　貴（埼　玉） 佐 藤　美由紀（東　京）

５位 鈴　木　けい子（静　岡） 古　溝　 さとみ（埼　玉） 後 藤　眞由美（　　　　） 山　根　弘　子(神奈川）

６位 三　浦　幸　子(神奈川） 安 田　砂千子（兵　庫） 関　口　　　 泉（東　京） 安　藤　淑　子（愛　知）

７位 北　村　裕　子（滋　賀） 石　倉　知　子（東　京） 成　岡　はるみ（千　葉）

８位 樋　口　早　苗（三　重） 和　田　郁　子（東　京） 國府方　　　郁（東　京）

９位 田　口　玲　子（千　葉） 山　本　恵　子（千　葉） 石　倉　知　子（東　京）

10位 篠　原　美　貴（埼　玉） 清　水　優　子（東　京）

ミス２１
健康美

ミス２１健康美大会入賞者一覧表
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２０１３年（21回） ２０１４年（22回） ２０１５年（23回） ２０１６年（24回） ２０１７年（25回）

１位 小　嶋　成　子(神奈川) 山　田　純　子（愛　知） 加　藤　文　子（愛　知） 鈴　木　宏　子（社会人）

２位 鈴　木　宏　子(茨　城) 堀　     結　華（広　島） 安　田　敦　子（埼　玉） 石　田　典　子（神奈川）

３位 石　田　典　子(神奈川) 渡 部　みゆき（神奈川） 石　田　典　子（神奈川） 内　海　勝　美（秋　田）

４位 堀　     結　華(広　島) 石　田　典　子（神奈川） 磯　山　範　子（社会人） 沼　田　初　恵（神奈川）

５位 鈴 木　たか子(東　京) 内　海　勝　美（秋　田） 鈴　木　宏　子（茨　城） 服　部　順　子（三　重）

６位 常世田　秋 津(東　京) 宮 下　真紀子（神奈川） 渡 部　みゆき（神奈川） 磯　山　範　子（社会人）

７位 岩　永　昌　子(東　京) 小　林　奈　美（神奈川） 岩　城　祐　子（京　都） 岩　永　昌　子（東　京）

８位 高 橋　佐智代(大　阪) 岩　城　祐　子（京　都） 円　満　美　葉（神奈川） 圓　満　美　葉（東　京）

９位 荻　野　昌　子（東　京） 冨　田　加　恵（京　都） 石　井　ゆき子（東　京）

10位 魚　澤　亜　矢（和歌山） 冨　田　加　恵（京　都）

11位 小　林　奈　美（横　浜） 山　中　智　視（香　川）

12位 山　本　貴　子（社会人） 湯 浅　有希子（神奈川）

２００８年（16回） ２００９年（17回） ２０１０年（18回） ２０１１年（19回） ２０１２年（20回）

１位 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) 間　部　曜　子(神奈川)

２位 高 松　眞里子（東　京） 東　　　奈々子（東　京） 深　作　靖　子（東　京） 間　部　曜　子(神奈川) 小　嶋　成　子（東　京）

３位 三 上  真紀子（静　岡） 三 上　真紀子（静　岡） 鈴　木　たか子（東　京） 鈴 木　たか子(東　京) 鈴　木　宏　子（茨　城）

４位 山  崎  智  香（東　京） 松　井　博　子（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 平　岩　玲　子(愛　知) 阿　部　優　花（山　形）

５位 間　部　曜　子(神奈川） 平　岩　玲　子（愛　知） 三 上　真紀子（静　岡） 田　岡　眞　美(三　重) 石　津　尚　子（東　京）

６位 深　作　靖　子（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 松　井　博　子（東　京） 常世田　秋 津(東　京) 三 上　真紀子（静　岡）

７位 平　岩　玲　子（愛　知） 田　岡　眞　美（三　重） 平　岩　玲　子（愛　知） 鈴 木　たか子（東　京）

８位 田　岡　眞　美（三　重） 石　崎　秋　津（千　葉） 平　岩　玲　子（愛　知）

９位 岡　田　智　子（埼　玉） 常世田　秋 津（東　京）

10位 平　田　恵　子(神奈川） 田　岡　眞　美（三　重）

11位 高　石　順　子(社会人)

12位 各 務　裕美子（茨　城）

２００３年（11回） ２００４年（12回） ２００５年（13回） ２００６年（14回） ２００７年（15回）

１位 高 橋　美恵子(社会人） 木　村　幸　子（大　阪） 佐々木 あゆみ（静　岡） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 宮  田  友  紀（埼　玉）

２位 中　村　絵　理（福　岡） 北　山　道　子（岡　山） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 坂　本　涼　子（愛　知） 清 水  恵理子（東　京）

３位 大　林　令　子（静　岡） 湯　沢　寿　枝（栃　木） 坂　本　涼　子（愛　知） 清 水　恵理子（東　京） 三 上  真紀子（静　岡）

４位 三　浦　ゆきこ（東　京） 佐々木 あゆみ（静　岡） 佐 藤　美由紀（東　京） 宮　田　友　紀（埼　玉） 山  崎  智  香（東　京）

５位 小　菅　律　子（東　京） 三　浦　ゆきこ（東　京） 丹　羽　清　恵（東　京） 若　林　佳　子(神奈川）

６位 石　澤　静　江（栃　木） 桧　垣　敦　美（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 中　村　あけみ（東　京）

７位 井 筒　由美子（宮　城） 高　石　順　子(社会人） 宮　田　友　紀（埼　玉） 荻　野　昌　子（東　京）

８位 宮 坂　美紀子（長　野） 小田川　晴 美（沖　縄） 北　山　道　子（岡　山） 田 口　貴代子(神奈川）

９位 有 泉　恵美子(社会人） 石　澤　静　江（栃　木） 鍛　冶　郁　美（富　山）

10位 曽　根　優　子（宮　城） 樋　口　早　苗（三　重） 高 松　眞里子（東　京）

１９９８年（6回） １９９９年（7回） ２０００年（8回） ２００１年（9回） ２００２年（10回）

１位 メデル シャノン（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 榊　原　　　 歩（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重） 今　村　直　子（大　阪）

２位 島　和　佳　恵(神奈川） 市　原　恵　江（東　京） 藤　掛　悦　子（栃　木） 市　原　恵　江（東　京） 市　原　恵　江（東　京）

３位 足　立　晃　子（東　京） 藤　掛　悦　子（栃　木） 市　原　恵　江（東　京） 佐々木　晃 子（東　京） 北　山　道　子（岡　山）

４位 藤　掛　悦　子（栃　木） 榊　原　　　 歩（三　重） 有　泉　美　和(神奈川） 田　近　寿　実(神奈川） 安　藤　淑　子（愛　知）

５位 田　近　寿　実(神奈川） 津　田　邦　子（大　阪） 佐々木　晃 子（東　京） 安　藤　淑　子（愛　知） 有 泉　恵美子(社会人）

６位 秋 山　加津美（大　阪） 井 筒　由美子（宮　城） 津　田　邦　子（大　阪） 古　川　利　恵(神奈川） 山　田　和　子（山　梨）

７位 井 筒　由美子（宮　城） 西　村　美　紀（東　京）

８位 曽　根　優　子（宮　城） 井 筒　由美子（宮　城）

９位 窪　田　善　江（大　阪） 古　溝　さとみ（東　京）

10位 松　永　幸　子（埼　玉） 北　川　み　ほ（東　京）

１９９３年（1回） １９９４年（2回） １９９５年（3回） １９９６年（4回） １９９７年（5回）

１位 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） 人　見　麗　子（東　京）

２位 藤　森　ゆりか（大　阪） 阪　口　幸　絵（大　阪） 日比野　珠 子（岐　阜） 橋　本　真　澄（愛　知） 秋　元　節　代（東　京）

３位 田　附　充　子（福　岡） 小　川　朋　子（東　京） 松 岡　真由美（東　京） 立 花　真由美（東　京） 行　　　 はる美（東　京）

４位 河 合　あつ子（静　岡） 松 岡　真由美（東　京） 古 谷　ひろ代（福　岡） 行　　　 はる美（東　京） 津　田　邦　子（大　阪）

５位 佐　藤　芳　恵（福　岡） 佐　藤　芳　恵（福　岡） 立 花　真由美（東　京） 秋　元　節　代（東　京） 亀 井　智英子（東　京）

６位 除　村　元　子（東　京） 佐　藤　美　乃（宮　城） 大　村　育　子（東　京） 豊　住　典　子（三　重） 立 花　真由美（東　京）

日本女子チャレンジカップ選手権入賞者一覧表

女子新人

女子新人ボディビル選手権入賞者一覧表

女子新人

女子新人

日本女子
ﾁｬﾚﾝｼﾞ

ｶｯﾌﾟ
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