
年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月11日(日)

主　管 栃 木 県 連 盟

１位 中　野　雅　貴（宮　城）
２位 小　林　　　良（神奈川）
３位 北 川　景太郎（東　京）
４位 寺　本　　　 貴（山　梨）
５位 吉　田　秀　一（富　山）
６位 印　南　　　 亮（栃　木）
１位 石　井　輝　男（東　京）
２位 及　川　孝　一（福　島）
３位 鈴　木　理　克（東　京）
４位 加　藤　裕　康（東　京）
５位 松　村　和　典（埼　玉）
６位 谷　村　　　 嗣（宮　城）
１位 百木田　将 広（神奈川）
２位 大　田　圭　則（山　梨）
３位 渡　部　工　兵（東　京）
４位 佐　藤　真　也（栃　木）
５位 柳　沢　伸　一（東　京）
６位 實　方　博　士（千　葉）
１位 山　口　　　 裕（埼　玉）
２位 江　端　建　治（北海道）
３位 井　上　慶　太（山　梨）
４位 野　澤　　　勉（千　葉）
５位 小　出　竜　秋（埼　玉）
６位 大　野　康　彦（長　野）
１位 石　坂　恵　一（石　川）
２位 加　瀬　幸　男（東　京）
３位 大　坪　二　郎（神奈川）
４位 久保田　　　武（埼　玉）
５位 小　島　正　裕（千　葉）
６位 原　澤　貴　光（群　馬）
１位 山　口　　　 裕（埼　玉）
２位 石　坂　恵　一（石　川）
３位 石　井　輝　男（東　京）
４位 百木田　将 広（神奈川）
５位 中　野　雅　貴（宮　城）
１位 深　作　靖　子（東　京）
２位 岩　永　昌　子（東　京）
３位 大　澤　寿美子（群　馬）
１位 鈴　木　宏　子（茨　城）
２位 阿　部　優　花（東　京）
３位 高　橋　典　子（東　京）
１位 鈴　木　宏　子（茨　城）
２位 深　作　靖　子（東　京）

１位 加　瀬　幸　男（東　京）
２位 井　上　慶　太（山　梨）
３位 小　出　竜　秋（埼　玉）
４位 東　田　義　弘（神奈川）
５位 木 下　慎二郎（埼　玉）
６位 松　本　泰　典（東　京）
１位 小　島　正　裕（千　葉）
２位 野　澤　　　 勉（千　葉）
３位 齊　藤　　　 要（茨　城）
４位 山　本　一　郎（茨　城）
５位 谷　村　紀　嗣（宮　城）
６位 北　嶋　茂　男（茨　城）
１位 矢　野　かずみ（東　京）
２位 沼　田　初　恵（神奈川）
３位 松　浦　みゆき（神奈川）
４位 戸　谷　寿　美（東　京）
５位 若　山　睦　美（神奈川）
６位 鳥　飼　京　子（東　京）

男　子
オーバー
オール

女　子
158cm
以下級

女　子
158cm
超級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才
以上級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
以上級

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨﾄﾈｽ
160cm
以下級

女　子
ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

東日本選手権大会 入賞者一覧表

男　子
75kg
超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
65kg

以下級

男　子
70kg

以下級

男　子
75kg

以下級

男　子
60kg

以下級
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東日本選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

１位 弥　陀　ミチル（東　京）
２位 野　沢　知　代（東　京）
３位 五　井　由　美（宮　城）
４位 江 口　由利子（東　京）
５位 稲　葉　清　美（東　京）
６位 荒　木　則　子（埼　玉）
１位 弥　陀　ミチル（東　京）
２位 矢 野　かずみ（東　京）

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 9月11日(日) 9月23日(日) 9月1日(日) 9月21日(日) 9月6日(日)

主　管 茨城県ボディビル連盟 新潟県ボディビル連盟 栃 木 県 連 盟 神奈川･社会人連盟 北海道連盟

１位 太 田　祐宇樹（東　京） 須　藤　高　峰（東　京） 吉　田　秀　一（富　山） 古　志　啓　司（東　京） 松　村　和　典（埼　玉）
２位 須　貝　誠　志(東　京) 後　藤　　　 充（東　京） 菊　地　　　 賢（東　京） 後　藤　　　 充（東　京） 吉　田　秀　一（富　山）
３位 高　橋　勝　己(埼　玉) 真　鍋　宏　光（東　京） 小　林　　　 良（神奈川） 増　田　博　之（東　京） 津　田　英　志（北海道）
４位 藤　谷　伸　幸(東　京) 市　川　敏　明（東　京） 今　村　　　 敬（宮　城） 川　上　政　貴（宮　城） 黒　岩　英　一（埼　玉）
５位 木　下　昭　文(東　京) 吉　田　英　樹(社会人) 松　村　和　典（埼　玉） 三　部　　　博（神奈川） 須　貝　誠　志（東　京）
６位 渡　辺　忠　慶(東　京) 藤　原　健　一（福　島） 真　鍋　宏　光（東　京） 藤　谷　伸　幸（東　京） 佐　藤　　　司（北海道）
１位 加　藤　　　充(社会人) 太 田　祐宇樹（東　京） 河　野　智　洋（東　京） 福　田　伸　也（東　京） 今　村　　　 敬（宮　城）
２位 今　村　　　 敬(宮　城) 堤　　　 武　志(北海道) 望　月　泰　城（山　梨） 小　林　　　良（神奈川） 加　藤　　　充（社会人）
３位 小　林　　　良(神奈川) 今　村　　　 敬（宮　城） 北　島　　　 崇（東　京） 高　橋　龍　矢（神奈川） 後　藤　　　 充（東　京）
４位 小　林　幸　治(東　京) 小　林　　　良(神奈川) 谷　村　紀　嗣（宮　城） 吉　田　秀　一（富　山） 堤　　　武　志（北海道）
５位 上　原　　　 清(東　京) 佐　野　　　 淳（東　京） 大　関　　　 淳（埼　玉） 根　本　真　也（東　京） 大　関　　　 淳（埼　玉）
６位 佐　藤　　　 護(東　京) 寺　井　義　忠（石　川） 竹　田　正　明（東　京） 谷　村　規　嗣（宮　城） 谷　村　紀　嗣（宮　城）
１位 竹之内　　　正(茨　城) 古　越　　　 桂（長　野） 豊　島　　　 悟（茨　城） 国　塚　清　久（神奈川） 加　藤　　　佳（北海道）
２位 原　　　哲　矢(神奈川) 内　海　新　悟（秋　田） 加　藤　　　 佳（北海道） 鎌　田　　　 優（東　京） 鈴　木　弘　之（北海道）
３位 實　方　博　士(千　葉) 藤　田　伸　也（青　森） 国　塚　清　久（神奈川） 加　藤　　　佳（北海道） 柳　沢　伸　一（東　京）
４位 内　海　新　悟(秋　田) 関　谷　憲　昭（秋　田） 柳　沢　伸　一（東　京） 實　方　博　士（千　葉） 實　方　博　士（千　葉）
５位 柳　沢　伸　一(東　京) 田　川　栄　助（栃　木） 中　村　貴　裕（東　京） 森　山　芳　久（神奈川） 小　原　靖　訓（北海道）
６位 古　越　　　 桂(長　野) 加　藤　住　良（栃　木） 根　本　賢　志（福　島） 藤　田　伸　也（青　森） 小　玉　則　雄（北海道）
１位 高　木　　　昇(神奈川) 大　澤　　　 正（千　葉） 福　田　博　一（神奈川） 高　木　　　昇（神奈川） 寺　地　進　一（東　京）
２位 大　澤　　　 正(千　葉) 高　木　　　 昇(神奈川) 寺　地　進　一（東　京） 寺　地　進　一（東　京） 野　澤　　　 勉（東　京）
３位 山　口　　　 裕(埼　玉) 村　越　竜　次（東　京） 兜　森　　　 剛（神奈川） 小　野　善　行（東　京） 大　野　康　彦（長　野）
４位 谷　澤　一　矢(神奈川) 志々目　　　均（石　川） 有　野　直　樹（新　潟） 石　坂　恵　一（石　川） 江　端　健　治（北海道）
５位 志々目　　　均(石　川) 原　　　　　  剛（長　野） 高　林　啓　一（富　山） 兜　森　　　剛（神奈川） 鎌　田　　　 圭（宮　城）
６位 石　井　敏　明(東　京) 渡　部　健　一（新　潟） 笠　原　　　 司（神奈川） 谷　澤　一　矢（神奈川） 松　本　泰　典（東　京）
１位 佐　藤　茂　男(東　京) 村　山　　　 元（新　潟） 高　木　　　 昇（神奈川） 吉　田　　　 遵（東　京）  松　尾　泰　宏（東　京）
２位 田　中　裕　也(栃　木) 野　口　友　彦（東　京） 田　口　俊　介（東　京） 田　口　俊　介（東　京） 1位 野 村 政 盛（東京）
３位 兜　森　　　 剛(神奈川) 鏡　宮　勇　一（新　潟） 大　坪　二　郎（神奈川） 西　川　正　洋（東　京） 2位 西 川 正 洋（東京）
４位 大　坪　二　郎(神奈川) 田　中　裕　也（栃　木） 西　川　正　洋（東　京） 磯　口　龍　也（東　京） 大　坪　二　郎（神奈川）
５位 長　田　洋　一(東　京) 近　藤　一　隆（東　京） 近　藤　一　隆（東　京） 生　稲　悦　宏（社会人） 近　藤　一　隆（東　京）
６位 小　嶋　良　昭(宮　城) 小　島　正　裕(社会人) 丹　治　正　悟（福　島） 大　坪　二　郎（神奈川） 小　島　正　裕（社会人）
１位 高　木　　　昇（神奈川） 寺　地　進　一（東　京）
２位 吉　田　　　遵（東　京） 加　藤　　　佳（北海道）
３位 国　塚　清　久（神奈川）  松　尾　泰　宏（東　京）
４位 福　田　伸　也（東　京） 3位 松 村 和 典（埼玉）
５位 古　志　啓　司（東　京） 4位 今 村　　 敬（宮城）
１位 菅 原　佳代子(青　森) 間　部　曜　子(神奈川) 菅 原　佳代子（青　森） 愛　宕　珠　子（千　葉） 橋　木　亜　季（東　京）
２位 島　田　弓　美(長　野) 内　海　勝　美（秋　田） 深　作　靖　子（東　京）  薄　島　千　佳（富　山） 深　作　靖　子（東　京）
３位 深　作　靖　子(東　京) 小　林　奈　美(神奈川) 三 浦　恵美子（神奈川） 深　作　靖　子（東　京） 大 沢　寿美子（群　馬）
４位 間　部　曜　子(神奈川) 宮　本　智　子（石　川） 愛　宕　珠　子（千　葉） 三 浦　恵美子（神奈川） 白　井　葉　子（神奈川）
５位 東　　　奈々子(東　京) 内　海　勝　美（秋　田） 渡　部　みゆき（神奈川） ≪158cm以下級≫
６位 小　林　奈　美（神奈川） 内　海　勝　美（秋田県）
１位 佐々木 真紀子(宮　城) 島 田　三佐子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 澤　田　めぐみ（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉）
２位 長　田　千　里(新　潟) 衛 藤　佳代子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 阿　部　ゆ　り（東　京）
３位 山 崎　美喜子（東　京） 阿　部　優　花（宮　城） 円　満　美　葉（神奈川）
４位 松　井　陽　子（東　京） ≪158cm超級≫
５位 石　津　尚　子（東　京）
１位 橋　木　亜　季（東　京）
２位 愛　宕　珠　子（千　葉）

女　子
50kg
超級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

男　子
75kg

以下級

男　子
75kg
超級

男　子
オーバー
オール

女　子
50kg

以下級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg

以下級

男　子
65kg

以下級

男　子
70kg

以下級

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨﾄﾈｽ
160cm
超級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ
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東日本選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

１位 原　　　 哲　夫(神奈川) 野　口　友　彦（東　京） 田　口　俊　介（東　京） 生　稲　悦　宏（社会人） 實　方　博　士（千　葉）
２位 實　方　博　士(千　葉) 小　島　正　裕(社会人) 高　林　啓　一（富　山） 實　方　博　士（千　葉） 松　本　泰　典（東　京）
３位 小　島　正　裕(社会人) 原　　　　　  剛（長　野） 藤　川　達　司（埼　玉） 小　島　正　裕（社会人） 加勢田喜代紀（東　京）
４位 谷　村　紀　嗣(宮　城) 吉　田　英　樹(社会人) 齋　藤　　　 敦（東　京） 入　江　弘　泰（東　京） 原　　　　　 剛（長　野）
５位 酒　井　友紀雄(東　京) 藤　原　健　一（福　島） 萩　原　　　 悟（神奈川） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 須　貝　誠　志（東　京）
６位 原　　　　 　　剛(長　野) 倉　田　け　ん（長　野） 谷　村　紀　嗣（宮　城） 藤　川　達　司（埼　玉） 藤　原　健　一（宮　城）
１位 成　田　晴　夫(千　葉) 中 村　美千雄（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 森　山　芳　久（神奈川） 野　村　政　盛（東　京）
２位 加　藤　　　充(社会人) 吉　田　賀　一（東　京） 柴　田　　　 覚（神奈川） 内　山　剛　志（千　葉） 野　澤　　　 勉（東　京）
３位 吉　田　賀　一(東　京) 三　浦　正　昌（新　潟） 北　嶋　茂　男（茨　城） 谷　村　規　嗣（宮　城） 加　藤　　　充（社会人）
４位 福　岡　　　 淳(東　京) 辺 見　不二男(社会人) 吉　田　秀　一（富　山） 柴　田　　　覚（神奈川） 小　玉　則　雄（北海道）
５位 北　嶋　茂　男(茨　城) 福　岡　　　 淳（東　京） 奥　山　賢　一（東　京） 蜂　須　　　貢（社会人） 内　山　剛　志（千　葉）
６位 辺 見　不二男(福　島) 野　口　　　 晃（新　潟） 石　津　永　司（東　京） 齋　藤　　　 要（茨　城） 谷　村　紀　嗣（宮　城）
１位 菊　池　誉　子(茨　城) 衛 藤　佳代子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 長　島　雅　子（埼　玉） 菅 原　佳代子（青　森）
２位 土 門　真理子(宮　城) 土 門　真理子（宮　城） 長　島　雅　子（埼　玉） 斎　藤　由　紀（福　島） 吉　谷　美　香（東　京）
３位 戸　谷　寿　美(個　人) 大八木 まり子（東　京） 戸　谷　寿　美（東　京） 萩　尾　由　香（東　京） 山 村　由加里（北海道）
４位 佐　藤　恵　美(東　京) 吉　谷　美　香（東　京） 鳥　飼　京　子（東　京） 越　川　順　子（埼　玉） 鳥　飼　京　子（東　京）
５位 衛 藤　佳代子(東　京) 太　田　絵　里（長　野） 徳　島　　　 舞（栃　木） 秋　山　千香子（東　京） 益　田　　　 香（東　京）
６位 吉　谷　美　香(東　京) 三　船　麻里子（東　京） ≪158cm以下級≫
１位 山　下　由　美(宮　城) 山 本　加容子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 小　山　宴　代（東　京） 中　島　千　春（埼　玉）
２位 山　﨑　志　保(東　京) 櫻　井　藤　子（長　野） 北　野　明　美（石　川） 市　川　志　保（個　人） 鎗　田　美　樹（東　京）
３位 五　井　由　美(宮　城 ) 設　楽　和　恵（埼　玉） 野　沢　知　代（東　京） 鎗　田　美　樹（東　京） 稲　葉　清　美（東　京）
４位 丸　山　典　子(東　京) 三本木 しのぶ（福　島） 北　野　明　美（石　川） 松　澤　　　 標（東　京）
５位 野　沢　知　代(栃　木) 櫻　井　藤　子（長　野） 三本木 しのぶ（福　島） ≪158cm超級≫
６位 稲　葉　清　美（東　京）
１位 菅 原　佳代子（青　森）
２位 中　島　千　春（埼　玉）

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月3日(日) 9月9日(日) 9月15日(月) 9月20日(日) 9月12日(日)

主　管 栃木県ボディビル連盟 長野県ボディビル連盟 宮城県ボディビル連盟 栃木県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟

１位 井　出　武　志（東　京） 岡　田　良　一（山　梨） 本　多　琢　磨（宮　城） 久　松　一　貴（茨　城） 西　谷　芳　春（新　潟）

２位 田　沢　春　男（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 岩　谷　　　 徹（宮　城）

３位 内　田　幸　二（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 原　　　 哲　矢(神奈川）

４位 児 玉　賢太郎（長　野） 新　藤　大　靖(神奈川） 梶　山　秀　行（茨　城）

５位 森　田　英　夫（埼　玉） 内　野　　　 充（埼　玉） 佐　藤　雅　明（東　京）

１位 森　田　英　夫（埼　玉） 川　村　正　美（宮　城） 川　村　正　美（宮　城） 内　野　　　 充（埼　玉） 佐　藤　雅　明（東　京）

２位 猪　股　広　和（東　京） 小　林　　　 良(神奈川） 石　川　栄　一（宮　城） 竹　内　春　満（長　野） 伊　野　利　雄（東　京）

３位 土　屋　隆　一（東　京） 吉　田　英　樹(神奈川） 清　水　嘉　春（長　野） 川　上　利　広（宮　城） 須　貝　誠　志（東　京）

４位 金　子　俊　文（栃　木） 小　林　　　 良(神奈川） 加　藤　宏　尚（東　京） 藤　谷　伸　幸（東　京）

５位 猪　股　広　和（東　京） 鯉　沼　　　 剛（栃　木） 金　子　尚　史（東　京）

６位 佐　藤　雅　明（東　京） 吉　田　英　樹(神奈川） 黒　須　健　二（東　京）

１位 児 玉　賢太郎（長　野） 甲　田　　　 敦（長　野） 児 玉　賢太郎（長　野） 新　藤　大　靖(神奈川） 原　　　 哲　矢(神奈川）

２位 登　坂　　　 勉（東　京） 吉　田　秀　一（富　山） 今　村　　　 敬（宮　城） 吉　田　秀　一（富　山） 今　村　　　 敬（宮　城）

３位 堀　　　 一　裕（東　京） 齋　藤　尚　久（栃　木） 小　林　幸　治（東　京） 関　谷　憲　昭（秋　田） 児 玉　賢太郎（長　野）

４位 竹　田　正　明（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 岡　崎　信　一（東　京） 箕　輪　浩　昭（栃　木） 菊　池　　　 賢（東　京）

５位 山　澤　真　二（群　馬） 後　藤　　　 讓（東　京） 山　下　公　仁（宮　城） 小　林　幸　治（東　京）

６位 齋　藤　義　則（東　京） 尾　形　遼　太（宮　城） 齋　藤　義　則（東　京） 香　月　洋　輔（東　京）

１位 内　田　幸　二（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野） 水　越　正　則（栃　木） 大　谷　宗　貴（東　京） 岩　谷　　　 徹（宮　城）

２位 水　越　正　則（栃　木） 水　越　正　則（栃　木） 柳　沢　伸　一（東　京） 中　村　貴　裕（東　京） 石　井　敏　明（東　京）

３位 豊　島　　　 悟（茨　城） 柳　沢　伸　一（東　京） 百　瀬　良　一（東　京） 濱　中　俊　亘(神奈川） 柳　沢　伸　一（東　京）

４位 尾　形　雄　一（茨　城） 青　柳　一　男(社会人） 柳　沢　伸　一（東　京） 高　林　啓　一（富　山）

５位 成　田　晴　夫（千　葉） 中　村　貴　裕（東　京） 山　本　　　 太(社会人） 森　山　芳　久(神奈川）

６位 篠　端　直　人（埼　玉） 白　土　清　実（茨　城） 青　柳　一　男(社会人） 濱　中　俊　亘(神奈川）

１位 井　出　武　志（東　京） 岡　田　良　一（山　梨） 松　本　美　彦（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 西　谷　芳　春（新　潟）

２位 高　木　　　 昇(神奈川) 高　木　　　 昇(神奈川） 和　泉　悠　太（東　京） 谷　澤　一　矢(神奈川） 和　泉　悠　太（東　京）

３位 北　嶋　利　明（東　京） 南　波　宏　誌（長　野） 高　木　　　 昇(神奈川） 井　上　芳　雅（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川）

４位 谷　澤　一　矢(神奈川) 岩　谷　　　 徹（宮　城） 原　　　　　　剛（長　野） 佐　藤　茂　男（東　京）

５位 和　泉　悠　太（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 吉　田　卓　郎（東　京） 山　口　　　 裕（埼　玉）

６位 高　橋　浩　二（埼　玉） 井　上　芳　雅（東　京） 鈴　木　和　律（宮　城） 谷　澤　一　矢(神奈川）

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨﾄﾈｽ
160cm
以下級

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨﾄﾈｽ
160cm
超級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才
以上級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
以上級

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男子総合
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東日本選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

１位 田　沢　春　男（東　京） 大　橋　勝　彦（宮　城） 本　多　琢　磨（宮　城） 久　松　一　貴（茨　城） 梶　山　秀　行（茨　城）

２位 天　童　曹　耀（東　京） 平　崎　雅　俊（東　京） 中　澤　智　之（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川） 松　尾　泰　宏（東　京）

３位 大　橋　勝　彦（宮　城） 松　澤　嘉　孝（長　野） 久　松　一　貴（茨　城） 田　中　裕　也（栃　木） 斎　藤　孝　治（宮　城）

４位 梶　山　秀　行（茨　城） 天　童　曹　耀（東　京） 黒　須　義　弘（栃　木） 東　江　英　行(社会人）

５位 赤　川　宏　徳（岩　手） 藤　島　伸　一（埼　玉） 中 村　三千雄（東　京） 小　松　慎　吾（長　野）

６位 丹　治　正　悟（福　島） 梶　山　秀　行（茨　城） 大久保　真 啓（宮　城） 井　上　慶　太（山　梨）

１位 天　童　あゆみ（東　京） 久　野　礼　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 相　馬　貴　子（長　野） 清 水　恵理子（東　京）

２位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 髙 松　眞里子（東　京） 髙 松　眞里子（東　京） 高 原　佐知子（東　京）

３位 清 水　恵理子（東　京） 立　林　千　里（新　潟） 島　田　弓　美（長　野）

４位 北　川　み　ほ（東　京） 松　井　博　子（東　京）

５位 山　崎　智　香（東　京）

６位 田 後　由美子（東　京）

１位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 佐 藤　美由紀（東　京） 髙 松　眞里子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

２位 北　川　み　ほ（東　京） 北　川　み　ほ（東　京） 島　田　弓　美（長　野） 久　野　礼　子（東　京）

３位 佐 藤　美由紀（東　京） 間　部　曜　子(神奈川） 松　井　博　子（東　京） 菅 原　佳代子（青　森）

４位 深　作　靖　子（東　京） 深　作　靖　子（東　京）

５位 各 務　裕美子（宮　城） 秋 山　千香子（埼　玉）

６位 間　部　曜　子(神奈川）

１位 天　童　あゆみ（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 相　馬　貴　子（長　野） 高 原　佐知子（東　京）

２位 清　水　恵理子（東　京） 相　馬　貴　子（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 島 田　美佐子（東　京）

３位 井　上　鎮　子(神奈川) 髙 松　眞里子（東　京） 田 後　由美子（東　京） 山　崎　智　香（東　京）

４位 髙 松　眞里子（東　京） 山　﨑　智　香（東　京）

５位 田 後　由美子（東　京）

１位 天　童　曹　耀（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城）

２位 渋　谷　浩　樹(神奈川) 小　林　幸　治（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 山　本　　　 太(社会人） 高　林　啓　一（富　山）

３位 柳　沢　伸　一（東　京） 中 村　美千雄（埼　玉） 梶　山　秀　行（茨　城） 百　瀬　良　一（東　京） 谷　村　紀　嗣（宮　城）

４位 坂　口　英　人(神奈川) 柴　橋　敏　明（宮　城） 花　岡　信　明（千　葉） 和　田　知　克(神奈川）

５位 北　嶋　茂　男（茨　城） 根　本　俊　治(社会人） 小　西　　　 強（栃　木） 原　　　　　　剛（長　野）

６位 中 村　美千雄（埼　玉） 岡　本　賢　二（青　森） 小　玉　則　雄(北海道） 酒 井　友紀雄（東　京）

１位 登　坂　　　 勉（東　京） 松　澤　嘉　孝（長　野） 後　藤　　　 讓（東　京） 中 村　三千雄（東　京） 新　井　弘　道(社会人）

２位 松　澤　嘉　孝（長　野） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 宮　本　重　之（石　川） 加　藤　　　 充(社会人）

３位 土　屋　みのる(神奈川) 後　藤　　　 譲（東　京） 伊　野　利　雄（東　京） 辺 見　不二男（福　島） 森　山　芳　久(神奈川）
４位 篠　原　信　良（東　京） 大　西　英　博（東　京） 大　西　秀　博（東　京） 伊　野　利　雄（東　京）
５位 辺 見　不二男（福　島） 根　岸　　　 浩（群　馬） 大　竹　勝　敏（新　潟）
６位 千　束　正　彦(社会人） 山　上　　　 登（群　馬）
１位 小 倉　紫絵香（東　京） 佐　藤　聡　恵（宮　城） 小 林　有紀子（栃　木）

２位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 齋 藤　有紀子（栃　木） 土 門　真理子（宮　城）

３位 大八木　まり子（東　京） 玉　生　恵　子（埼　玉） 佐　藤　恵　美（東　京）

４位 阿 部　恵利子（宮　城） 大八木　まり子（東　京） 中　村　福　子（東　京）

５位 ｼﾞｬｸﾘﾝ ｶｰﾝｽﾞ（個　人） 國府方　　　郁（東　京） 大八木  まり子（東　京）

６位 神　山　優　子（栃　木） 中 田　奈津子（栃　木）

１位 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城） 中　村　静　香（宮　城）

２位 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城） 山　下　由　美（宮　城）

３位 浅　田　ふぢ子（東　京） 浅　田　ふぢ子（東　京） 浅　田　ふぢ子（東　京）

４位 渡　部　しのぶ（東　京） 山　崎　志　保（東　京） 渡　部　しのぶ（東　京）

５位 小笠原　伸 子（個　人） 互　井　由　美（宮　城） 森　　　 弘　子（個　人）

６位 山　崎　志　保（東　京） 渡　部　しのぶ（東　京） 山　崎　志　保（東　京）

ﾐｽﾎﾞﾃｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm
超級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

女子総合

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ﾐｽﾎﾞﾃｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm級

女　子
50kg級

女　子
50kg超級

男　子
75kg超級
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東日本選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 9月15日(土) 9月1日(日) 8月24日(日) 8月22日(日) 7月10日(日)

主　管 栃木県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟

１位 林　　　 久　司（東　京） 松 尾　隆太郎（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川) 永　嶋　　　 好（千　葉）

２位 野　澤　　　 勉（東　京） 前　川　武　宣（山　梨） 佐　藤　茂　男（東　京）

３位 金　子　芳　宏(神奈川) 田　所　勇　二（茨　城） 成　田　晴　夫（千　葉）

４位 平　田　健　二(神奈川) 金　子　芳　宏(神奈川) 鷲　巣　国　彦（長　野）

５位 中　村　貞　昭（埼　玉） 堀　江　雅　貴（東　京）

６位 小久保　一 美（東　京） 久保田　　　武（長　野）

１位 進　藤　大　靖(神奈川)

２位 真　島　洋　一（東　京）

３位 金　子　和　政(神奈川)

４位 金　子　俊　文(栃　木）

５位 吉　田　英　樹(神奈川)

６位 清　水　研　一(神奈川)

１位 小久保　一 美（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野） 前　川　武　宣（山　梨）

２位 田　中　英　年（東　京） 中　嶋　浩　樹(神奈川) 児 玉　賢太郎（長　野） 児 玉　賢太郎（長　野）

３位 齋　藤　尚　久（栃　木） 坂　内　一　賀（　　　　） 進　藤　大　靖(神奈川) 篠　端　直　人（埼　玉）

４位 篠　端　直　人（埼　玉） 川　村　正　美（宮　城）

５位 中　村　和　広（東　京）

６位 森　田　英　夫（東　京）

１位 中　村　貞　昭（埼　玉） 成　田　晴　夫（千　葉） 永　嶋　　　 好（千　葉）

２位 小　林　良　則（栃　木） 小　林　勇　二（東　京） 豊　島　　　 悟（茨　城）

３位 成　田　晴　夫（千　葉） 小　林　幸　治（東　京） 岩　谷　　　 徹（宮　城）

４位 高　井　康　弘（東　京） 水　越　正　則（栃　木）

５位 和　田　知　克(神奈川) 小　林　良　則（栃　木）

６位 高　萩　　　 純（福　島） 小久保　一 美（東　京）

１位 野　澤　　　 勉（東　京） 山　本　昌　弘（東　京） 佐　藤　茂　男（東　京） 田　沢　春　男（東　京）

２位 青　柳　　　 武（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 青　柳　　　 武（東　京） 井　出　武　志（東　京）

３位 北　村　卓　也（埼　玉） 成　田　晴　夫（千　葉） 北　嶋　利　明（東　京） 谷　澤　一　矢(神奈川)

４位 山　崎　純　一(神奈川) 近　藤　久　善（千　葉）

５位 北　村　卓　也（埼　玉）

６位 小　田　敏　郎（愛　知）

１位 林　　　 久　司（東　京） 平　田　健　二(神奈川) 金　子　芳　宏(神奈川) 田　所　勇　二（茨　城）

２位 金　子　芳　宏(神奈川) 田　所　勇　二（茨　城） 田　所　勇　二（茨　城） 花　島　正　志（東　京）

３位 平　田　健　二(神奈川) 金　子　芳　宏(神奈川) 平　崎　雅　俊（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城）

４位 林　　　 利　昭（東　京） 小　島　正　裕（千　葉）

５位 坂　手　潤　一（埼　玉） 中 村　美千雄（埼　玉）

６位 加　藤　　　 豊（千　葉） 丹　治　正　悟（福　島）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 9月15日(土) 9月1日(日) 8月24日(日) 8月22日(日) 7月10日(日)

主　管 栃木県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟

１位 山　端　晶　子（東　京） 市　原　恵　江（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 宮　田　友　紀（埼　玉）

２位 林　　　 直　子（東　京） 安　田　敦　子（東　京）

３位 湯　澤　寿　枝（栃　木）

４位 石　澤　静　江（栃　木）

５位 若　林　佳　子（東　京）

１位 中　嶋　浩　樹(神奈川） 成　田　晴　夫（千　葉） 濱　中　秀　亨（千　葉） 松　澤　嘉　孝（長　野） 筒　井　光　宏(神奈川)

２位 高　橋　有　文（東　京） 中　嶋　浩　樹(神奈川） 山　本　一　郎（埼　玉） 中 村　美千雄（埼　玉）

３位 中　嶋　浩　樹(神奈川） 中 村　美千雄（埼　玉） 星　野　　　 孝（東　京） 国　塚　清　久(神奈川)

４位 坂　口　英　人(神奈川)

５位 岡　田　　　 勝（埼　玉）

１位 岡　本　正　信(神奈川） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）

２位 松　山　　　 茂(社会人） 宮　浦　力　男(神奈川) 土　屋　みのる(神奈川) 中　嶋　浩　樹(神奈川)

３位 鶴　見　貞　二（栃　木） 土　屋　透　治（東　京） 宮　浦　力　男(神奈川) 高　野　常　清（千　葉）
４位 山　岸　　　 徹（東　京） 宮　浦　力　男(神奈川)
５位 吉　田　邦　夫（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男子総合

男　子
75kg超級

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
60kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
65kg級
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東日本選手権大会 入賞者一覧表

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 9月17日(日)

主　管

１位 小　嶋　良　司（埼　玉） 近　藤　賢　司（東　京）

２位 原 田　誠一郎（東　京）

３位 青　柳　　　 武（東　京）

４位 平　田　健　二(神奈川）

５位 大　坪　次　郎（　　　　）

６位 村　松　幸　大（埼　玉）

１位 内 田　美紀子（東　京） 小　池　かおり（東　京）

２位

３位

１位 柴　田　紀　男（宮　城）

２位

３位

１位 松　山　　　 茂(神奈川）

２位

３位

年　度 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年

開催日

主　管

１位 水　島　宇　信（千　葉） 須　賀　幸　男（東　京） 谷　野　義　弘（東　京） 手　塚　光　生（東　京） 上　野　克　彦（東　京）

２位

３位

１位 横 田　喜代美（宮　城） 朝　生　記　子（埼　玉） 石　川　祐　子（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 浜　永　祐　子（東　京）

２位

３位

年　度 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年 １９９０年

開催日 8月12日(日)

主　管 埼玉県ボディビル連盟

１位 後　藤　裕　己(神奈川） 大河原　久　典（東　京） 吉　田　真　人(神奈川） 松　島　康　裕（群　馬）

２位

３位

４位

５位

６位 坂　部　賢　治（群　馬）

１位 須　藤　 ゆ　き（東　京） 大　島　ひろみ（東　京）

２位

３位

年　度 １９８１年 １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年

開催日

主　管

１位 白　田　　　 稔（東　京） 佐　藤　啓　治（東　京） 川　上　昭　雄（東　京） 川　上　昭　雄（東　京） 井 口　吉美雄（東　京）

２位

３位

年　度 １９７６年 １９７７年 １９７８年 １９７９年 １９８０年

開催日

主　管

１位 宮　畑　　　 豊（東　京） 奥　瀬　昭　雄（福　島） 福　島　一　則（群　馬） 朝　生　照　雄（東　京） 上　原　隆　一（東　京）

２位

３位

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

女　子

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子

女　子
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 11月6日(日)

主　管 栃 木 県 連 盟

１位 田　本　　　 一（埼　玉）
２位 中　山　裕　史（東　京）
３位 高　岡　尚　裕（東　京）
４位 糸　井　克　徳（東　京）
１位 近　藤　公　利（山　梨）
２位 岡　澤　　　 望（東　京）
３位 小　倉　　　 勉（栃　木）
４位 奥　村　光　紀（埼　玉）
１位 倉　持　健太郎（栃　木）
２位 小野間　　　満（神奈川）
３位 森　　　 光　慶（栃　木）
４位 鈴　木　裕　昌（茨　城）
５位 加　藤　住　良（栃　木）
６位 筒　井　光　広（神奈川）
１位 岩　田　卓　磨（東　京）
２位 菅　原　辰　馬（埼　玉）
３位 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ　ﾄｰﾏｽ（神奈川）

４位 端　山　尚　之（神奈川）
５位 鈴　木　徳　年（東　京）
６位 小　島　正　裕（千　葉）
１位 小　島　正　裕（千　葉）
２位 岩　崎　明　史（栃　木）
３位 筒　井　光　広（神奈川）
１位 田　本　　　 一（埼　玉）
２位 倉 持　健太郎（栃　木）
３位 岩　田　卓　磨（東　京）
４位 近　藤　公　利（山　梨）
５位 小　島　正　裕（千　葉）
１位 関　根　秀　子（東　京）
２位 秋　本　明　子（東　京）
３位 森　　　 佳　美（茨　城）
４位 吉　谷　美　香（東　京）
１位 潤　　　美和子（東　京）
２位 齋　藤　優　子（栃　木）
３位 宮　下　美　歩（東　京）
１位 丸　山　典　子（東　京）
２位 長　瀬　陽　子（東　京）
３位 岩　井　知　子（東　京）
１位 丸　山　典　子（東　京）
２位 関　根　秀　子（東　京）
３位 潤　　　美和子（東　京）

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

東日本オープン選手権大会 入賞者一覧表

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
168cm

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ

50才以上

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年
開催日 9月4日(日)

主　管 青 森 県 連 盟

１位 鳴　海　　　俊（北海道）

２位 及　川　孝　一（福　島）

３位 小　原　靖　訓（北海道）

４位 大　山　和　彦（北海道）

５位 蛯　名　圭　路（青　森）

６位 鎌　田　　　 圭（宮　城）

１位 山 村　由加里（北海道）

２位 菅 原　佳代子（青　森）

３位 川 上　由美子（北海道）

１位 川　島　　　 岳（青　森）

２位 菊　地　充　洋（福　島）

３位 佐　藤　公　一（青　森）

４位 佐々木　　　隆（宮　城）

５位 後　藤　　　 誠（宮　城）

６位 藤　原　健　一（宮　城）

１位 谷　村　紀　嗣（宮　城）

２位 古　内　久　之（宮　城）

３位 伊　倉　知　行（岩　手）

１位 今　野　光　輝（宮　城）

２位 菅　原　瑞　廣（青　森）

３位 阿　部　良　男（宮　城）

４位 池　田　嘉　明（北海道）

５位 関　谷　広　夫（秋　田）

１位 小　川　　　智（北海道）

２位 海老名　　　昇（青　森）

３位

東北・北海道選手権大会 入賞者一覧表

女　子

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才
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東北・北海道選手権大会 入賞者一覧表
年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
開催日 9月19日(月) 9月2日(日) 8月11日(日) 8月31日(日) 8月23日(日)

主　管 宮城県ボディビル連盟 青森県ボディビル連盟 秋 田 県 連 盟 福 島 県 連 盟 岩 手 県 連 盟

１位 堤　  　武　志(北海道) 加　藤　　　 佳(北海道)  内　海　新　悟(秋　田) 及　川　隆　寿（岩　手） 江　端　健　治（北海道）

２位 内　海　新　悟(秋　田) 今　村　　　 敬（宮　城） 1位　丹 治 正 悟(福島) 根　本　賢　志（福　島） 鎌　田　　　 圭（宮　城）

３位 今　村　　　 敬(宮　城) 内　海　新　悟（秋　田） 2位　根 本 賢 志(福島) 鎌　田　　　 圭（宮　城） 小　玉　則　雄（北海道）

４位 小　嶋　良　昭(宮　城) 関　谷　憲　昭（秋　田） 関　谷　憲　明(秋　田) 川　上　政　貴（宮　城） 伊　藤　智　也（宮　城）

５位 関　谷　憲　昭(秋　田) 丹　治　正　悟（福　島） 江　端　健　治(北海道) 小　玉　則　雄（北海道） 大　山　和　彦（北海道）

６位 川　島　　　 岳(青　森) 及　川　隆　寿（岩　手） 川　島　　　 岳(青　森) 江　端　健　治（北海道） 上　野　拓　人（岩　手）

１位 菅 原　佳代子(青　森) 内　海　勝　美（秋　田） 菅 原　佳代子(青　森) 三本木 しのぶ（福　島） 菅 原　佳代子（青　森）

２位 内　海　勝　美(秋　田) 菅 原　佳代子（青　森） 内　海　勝　美(秋　田) 三本木 しのぶ（宮　城）

３位 佐々木 真紀子(宮　城) 菊　地　　　 恵（宮　城）

≪ボディフィットネス≫

１位 川　上　利　宏(宮　城) 谷　村　紀　嗣（宮　城） 川　島　　　 岳(青　森) 川　島　　　 岳（青　森） 川　島　　　 岳（青　森）

２位 伊　倉　知　行(岩　手) 菊　地　充　洋（福　島） 小　玉　則　雄(北海道) 菊　地　充　洋（福　島） 菊　地　充　洋（福　島）

３位 伊　倉　知　行（岩　手） 滝　口　孝　司(秋　田) 鈴　木　善　則（福　島） 藤　原　健　一（宮　城）

４位 菊　地　充　洋(福　島)

５位 伊　倉　知　行(岩　手)

１位 石　澤　正　明(岩　手) 石　澤　正　明（岩　手） 石　澤　正　明(岩　手) 石　澤　正　明（岩　手） 谷　村　紀　嗣（宮　城）

２位 辺 見　不二男(福　島) 今　野　光　輝（宮　城） 三　浦　　　 覚(秋　田) 川　上　利　宏（宮　城） 石　澤　正　明（岩　手）

３位 今　野　光　輝(宮　城) 三　浦　　　 覚（秋　田） 坂　本　知　行(福　島) 鈴　木　堅　司（福　島） 水　口　宏　美（青　森）

４位 三　浦　　　 覚(秋　田) 伊　神　光　男（宮　城） 安　田　裕　之(福　島)

５位 菅　原　瑞　廣(青　森) 田　口　　　 毅（秋　田） 田　口　　　 毅(秋　田)

６位 安　田　裕　之(福　島) 金　田　光　司(宮　城)

１位 小　原　伸　夫(宮　城) 小　原　伸　夫(宮　城) 辺 見　不二男（福　島） 柴　田　紀　男（宮　城）

２位 三　浦　孝　司(宮　城) 菅　原　瑞　廣(青　森) 千　葉　隆　利（宮　城） 小　原　伸　夫（宮　城）

３位 今　野　光　輝(宮　城) 阿　部　良　男（宮　城） 千　葉　隆　利（宮　城）

１位 石　井　祺　久(宮　城) 海老名　　　昇(青　森) 二　瓶　信　男（福　島） 阿　部　良　男（宮　城）

２位 海老名    　昇(青　森)

３位

１位 佐　藤　満　義(宮　城) 海老名　　　昇（青　森） 藤　原　勤　也（宮　城）

２位 阿　部　好　法(宮　城) 阿　部　好　法（宮　城）

３位

１位 藤　原　勤　也(宮　城)

２位 津　田　哲　夫(宮　城)

３位

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

75才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

女　子
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東北・北海道選手権大会 入賞者一覧表
年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
開催日 8月27日(日) 9月16日(日) 8月24日(日) 8月30日(日) 9月20日(月)

主　管 青森県ボディビル連盟 秋田県ボディビル連盟 福島県ボディビル連盟 岩手県ボディビル連盟 北海道ボディビル連盟
１位 川　村　正　美（宮　城） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 川　村　正　美（宮　城） 大久保　真 啓（宮　城） 今　村　　　 敬（宮　城）
２位 岩　谷　　　 徹（宮　城） 菊　池　正　幸（宮　城） 今　村　　　 敬（宮　城） 鎌　田　　　 圭（宮　城） 堤　　　武　志(北海道）
３位 丹　治　正　吾（福　島） 石　川　栄　一（宮　城） 佐　藤　尚　孝（福　島） 柴　橋　敏　明（宮　城） 内　海　新　悟（秋　田）
４位 高　萩　　　 純（福　島） 今　村　　　 敬（宮　城） 石　川　栄　一（宮　城） 川　島　　　 岳（青　森） 斎　藤　孝　治（宮　城）
５位 田　村　忠　士(北海道) 佐　藤　　　 平（秋　田） 大久保　真 啓（宮　城） 関　谷　憲　昭（秋　田） 川　島　　　 岳（青　森）
６位 葛　西　孝　志（青　森） 柴　橋　敏　明（宮　城） 高　橋　　　 基(北海道） 小　玉　則　雄(北海道） 小　玉　則　雄(北海道）
１位 菅 原　佳代子（青　森） 中　村　静　香（宮　城） 菅 原　佳代子（青　森）
２位 菅 原　佳代子（青　森） 佐々木真紀子（宮　城）
１位 小　玉　則　雄(北海道) 柴　橋　敏　明（宮　城） 小　玉　則　雄(北海道） 柴　橋　敏　明（宮　城） 川　島　　　 岳（青　森）
２位 高　橋　秀　之（宮　城） 小　玉　則　雄(北海道） 長　島　毅　彦（福　島） 川　上　利　宏（宮　城） 小　野　正　貴（　　　　）
３位 石　澤　正　明（岩　手） 三　浦　　　 覚（秋　田） 川　上　利　宏（宮　城） 岡　本　賢　二（青　森）
４位 角　田　和　利（宮　城） 安　田　裕　之（福　島） 大　友　　　 篤（福　島）
１位 辺 見　不二男（福　島） 辺 見　不二男（福　島） 辺 見　不二男（福　島） 石　澤　正　明（岩　手） 辺 見　不二男（福　島）
２位 菅　原　瑞　廣（青　森） 菅　原　瑞　廣（青　森） 今　野　光　輝（宮　城） 辺 見　不二男（福　島） 大　野　啓　司(北海道）
３位 佐々木　　　功（宮　城） 佐々木　　　功（宮　城） 佐々木　　　功（宮　城） 今　野　光　輝（宮　城） 石　澤　正　明（岩　手）
４位 遠　藤　　　 力（宮　城） 小　野　　　 聡（福　島） 菅　原　瑞　廣（青　森）
５位 松　井　秀　雄（青　森）
１位 石　川　禮　二(北海道) 海老名　　　昇（青　森） 海老名　　　昇（青　森） 豊　田　成　昭（秋　田） 豊　田　成　昭（秋　田）
２位 石　井　祺　久（宮　城） 河原田　　　茂（宮　城） 菊　池　清　志（宮　城） 菊　地　清　志（宮　城）
３位 計　良　勝　利(北海道) 原　田　　　 馨（青　森）
４位 菊　池　清　志（宮　城）
１位 阿　部　好　法（宮　城） 石　井　祺　久（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城） 河原田　　　成（宮　城） 小　川　　　 智（　　　　）
２位 阿　部　好　法（宮　城） 海老名　　　昇（青　森） 海老名　　　昇（青　森）
３位 阿　部　好　法（宮　城）
１位 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城）
２位 津　田　哲　夫（宮　城） 津　田　哲　夫（宮　城） 津　田　哲　夫（宮　城） 津　田　哲　夫（宮　城）
３位
１位 津　田　哲　夫（宮　城）
２位
３位
１位 福　嶋　亮　太（宮　城）
２位

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年
開催日 9月30日(日) 9月15日(日) 9月7日(日) 9月19日(日) 9月4日(日)

主　管 福島連ボディビル連盟 青森県ボディビル連盟 北海道ボディビル連盟 宮城県ボディビル連盟
１位 安　部　　　 勉（　　　　） 本　多　琢　磨（宮　城） 加　藤　　　 充(北海道) 藤　田　伸　也（青　森）
２位 藤　田　伸　也（青　森） 赤　川　宏　徳（岩　手） 高　木　康　夫(北海道) 平　澤　達　哉（宮　城）
３位 加　藤　　　 充(北海道) 箱　崎　一　俊（宮　城） 丹　治　正　悟（福　島） 岩　谷　　　 徹（宮　城）
４位 高　木　康　夫(北海道) 田　村　忠　士(北海道) 小　笹　秀　明(北海道)
５位 小　松　知　央（　　　　） 氏　家　　　 昇（宮　城） 岩　谷　　　 徹（宮　城）
６位 石　澤　正　明（岩　手） 角　田　和　利（宮　城） 菊　地　充　洋（福　島）
１位 大　林　令　子（宮　城） 菅 原　佳代子（青　森） 大　林　令　子（宮　城） 菅 原　佳代子（青　森）
２位 菅 原　佳代子（青　森） 寺　村　美　香(北海道) 笹　原　良　子（宮　城）
３位 寺　村　美　香(北海道)
１位 加　藤　　　 充(北海道) 石　澤　正　明（岩　手） 高　木　康　夫(北海道) 三　浦　　　 覚（秋　田）
２位 石　澤　正　明（岩　手） 鈴　木　堅　司（福　島） 小　玉　則　雄(北海道) 柴　橋　敏　明（宮　城）
３位 佐々木　　　功（宮　城） 佐々木　　　功（宮　城） 石　澤　正　明（岩　手） 菊　地　弘　秀（　　　　）
１位 佐　藤　伯　紀（秋　田） 箱　崎　一　俊（宮　城） 石　川　禮　二(北海道) 柴　田　紀　男（宮　城）
２位 辺 見　不二男（福　島） 佐　藤　伯　紀（秋　田） 辺 見　不二男（福　島） 菅　原　瑞　廣（青　森）
３位 海老名　　　昇（青　森） 海老名　　　昇（青　森） 辺 見　不二男（福　島）
１位 津　田　哲　夫（宮　城） 阿　部　好　法（宮　城） 計　良　勝　利(北海道) 石　井　祺　久（宮　城）
２位 福　井　富　夫（　　　　） 海老名　　　昇（青　森） 海老名　　　昇（青　森）
３位 阿　部　好　法（宮　城）
１位 阿　部　好　法（宮　城）
２位 千　葉　芳　彦（宮　城）
３位
１位 藤　原　勤　也（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城）
２位 津　田　哲　夫（宮　城） 津　田　哲　夫（宮　城）
３位
１位 石　山　将　太（宮　城）
２位

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

75才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月28日(日)

主　管 茨 城 県 連 盟

１位 山　口　　　  裕（埼　玉）

２位 国　塚　清　久（神奈川）

３位 大　谷　宗　貴（東　京）

４位 大　坪　二　郎（神奈川）

５位 原　　　哲　矢（神奈川）

６位 野　中　直　紀（東　京）

１位 阿　部　優　花（東　京）

２位 渡 部　みゆき（神奈川）

３位 阿　部　ゆ　り（東　京）

１位 サベリ モーセン（東　京）

２位 小　出　竜　秋（埼　玉）

３位 駒　崎　健　治（埼　玉）

４位 松　本　泰　典（東　京）

５位 木 下　慎二郎（埼　玉）

６位 堀　口　大　輔（埼　玉）

１位 野　村　政　盛（東　京）

２位 福 田　雄一郎（埼　玉）

３位 山　本　一　郎（埼　玉）

４位 吉　田　忠　幸（茨　城）

５位 金　澤　和　弥（東　京）

６位 中　臺　明　人（東　京）

１位 鈴　木　俊　廣（東　京）

２位 坂　本　雅　己（千　葉）

３位 原　田　　　 浩（東　京）

４位 石　川　陽　二（茨　城）

５位 原　田　　　正（茨　城）

１位 駒　崎　健　治（埼　玉）

２位 佐　藤　大　輔（茨　城）

３位 山　本　　 　崇（茨　城）

４位 二ツ森　　　昂（茨　城）

５位 小　岩　浩　己（茨　城）

６位 卯　月　大　登（茨　城）

１位 越　川　順　子（東　京）

２位 清 水　恵理子（東　京）

３位 沼　田　初　恵（神奈川）

４位 小　山　宴　代（東　京）

５位 野　沢　知　代（東　京）

６位 柴　田　昌　美（埼　玉）

ﾆｭｰｶﾏｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ

関東選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ
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関東選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月21日(日) 8月12日(日) 8月4日(日) 8月3日(日) 7月26日(日)

主　管 神奈川県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟 埼 玉 県 連 盟 千 葉 県 連 盟 埼 玉 県 連 盟

１位 加　藤　直　之(神奈川) 佐　藤　茂　男（東　京） 寺　地　進　一(東　京) 豊　島　      悟（東　京） 加　瀬　幸　男（東　京）

２位 寺　地　進　一（東　京） 田　中　裕　也（栃　木） 国　塚　清　久(神奈川) 田　口　俊　介（東　京） 山　口　　　 裕（埼　玉）

３位 松　本　美　彦（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 原　　　哲　矢(神奈川) 大　谷　宗　貴（東　京） 林　　　 勇　宇（東　京）

４位 大　澤　　　 正（千　葉） 国　塚　清　久(神奈川) 加　瀬　幸　男(東　京) 国　塚　清　久（神奈川） 田　口　俊　介（東　京）

５位 吉　田　泰　士（東　京） 寺　地　進　一（東　京） 大　谷　宗　貴(東　京) 西　川　正　洋（東　京） 吉　田　　　 遵（東　京）

６位 国　塚　清　久(神奈川) 大　澤　　　 正（千　葉） 田　口　俊　介(東　京) 田　沢　春　男（東　京） 西　川　正　洋（東　京）

１位 深　作　靖　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 大 森　恵美子(東　京) 安　田　敦　子（東　京） 橋　木　亜　季（東　京）

２位 東　　　奈々子（東　京） 石　田　典　子(神奈川) 石　田　典　子(神奈川) 佐 藤　三佐子（東　京） 三 浦　恵美子（神奈川）

３位 衛 藤　佳代子（東　京） 小　嶋　成　子(神奈川) 三 浦　恵美子(神奈川) 三 浦　恵美子（神奈川） 鈴　木　宏　子（茨　城）

４位 鈴 木　たか子（東　京） 鈴　木　宏　子（茨　城） 小　嶋　成　子(神奈川) 小　嶋　成　子（神奈川）

５位 石　田　典　子(神奈川) 石 渡　美弥子（東　京） 木　島　洋　子(東　京) 石　田　典　子（神奈川）

１位 東　田　義　弘(神奈川) 實　方　博　士（千　葉） 田　口　俊　介(東　京) 加　瀬　幸　男（東　京） 土　金　正　巳（東　京）

２位 萩　原　　　 悟(神奈川) 土　金　正　巳（東　京） 加　瀬　幸　男(東　京) 土　金　正　巳（東　京） モーセン サベリ（東　京）

３位 鈴　木　康　克（東　京） 鈴　木　康　克（東　京） 鈴　木　康　克(東　京) 鈴　木　康　克（東　京） 鈴　木　康　克（東　京）

４位 和　田　知　克(神奈川) 和　田　知　克(神奈川) 土　金　正　巳(東　京) 木　下　慎二郎（埼　玉） 小　出　竜　秋（埼　玉）

５位 宮　野　　　 隆（埼　玉） 堀　井　由　人（東　京） 萩　原　　　 悟(神奈川) 市　川　敏　明（東　京） 松　本　泰　典（東　京）

６位 手　島　　　 敬（東　京） 萩　原　　　 悟(神奈川) 和　田　知　克(神奈川) 松　本　泰　典（東　京） 萩　原　     悟（東　京）

１位 森　山　芳　久（神奈川） 成　田　晴　夫（千　葉） 柳　沢　伸　一(東　京) 菊　地　     賢（東　京） 加　藤　裕　康（東　京）

２位 吉　田　賀　一（東　京） 齋　藤　　　 要（茨　城） 柴　田　　　 覚(神奈川) 宮　田　勝　実（東　京） 福 田　雄一郎（埼　玉）

３位 北　嶋　茂　男（茨　城） 筒　井　光　広(神奈川) 筒　井　光　弘(神奈川) 工　藤　貴　志（東　京） 野　村　政　盛（東　京）

４位 梅　崎　　　 聡(神奈川) 吉　田　賀　一（東　京） 斉　藤　　　 要(茨　城) 鍬　田　桂　一（千　葉） 宮　田　勝　実（東　京）

５位 柴　崎　正　実（埼　玉） 福 田　雄一郎（埼　玉） 奥　山　賢　一(東　京) 内　山　剛　志（千　葉） 渕　上　健　司（東　京）

６位 清　水　研　一(神奈川) 奥　山　賢　一（東　京） 福 田　雄一郎(埼　玉) 柴　田　     覚（神奈川） 金　澤　和　弥（東　京）

１位 後　藤　　　 讓（東　京） 土 屋　みのる(神奈川) 三　部　　　 博(神奈川) 中　井　太　一（東　京） 齊　藤　     要（茨　城）

２位 土　屋　みのる(神奈川) 石　津　永　司（東　京） 石　津　永　司(東　京) 藤　島　宏　章（東　京） 石　津　永　司（東　京）

３位 石　津　永　司（東　京） 三　部　　　 博(神奈川) 下田平　道 治(神奈川) 下田平　道 治（神奈川） 篠　原　信　良（東　京）

４位 篠　原　信　良（東　京） 田　村　秀　廣（栃　木） 坂　本　雅　己（千　葉）

５位 三　部　　　 博(神奈川)

６位 登　坂　　　 勉（東　京）

１位 柴　崎　吉　識（埼　玉） 池口 翔 ヘンリ（茨　城） 鈴　木　裕　太（千　葉） 市　川　悠　道（東　京）

２位 木　村　　　 遼（埼　玉） 鈴　木　裕　太（千　葉） 柿　沼　奨　真（東　京） 岡　本　匠　平（東　京）

３位 金　本　研　一（栃　木） 矢　竹　雄　希（東　京） 飯　島　     優（埼　玉）

１位 兜　森　　　 剛(神奈川) 鈴　木　康　克（東　京） 内　田　     貴（東　京） 小野田　　　巧（東　京）

２位 東　田　義　弘(神奈川) 久保田　達 也（埼　玉） 小　出　竜　秋（埼　玉） 百木田　将 広（神奈川）

３位 鈴　木　康　克（東　京） 内　藤　　　 浩(神奈川) 駒　崎　健　治（埼　玉） 木　村　駿　介（東　京）

４位 田　附　大　典(神奈川) 小　池　英　昭（栃　木） 井　出　萬　里（神奈川） 松　本　泰　典（東　京）

５位 久保田　達 也（埼　玉） 菊　池　     優（栃　木） 市　川　悠　道（東　京）

６位 松　田　裕　介(神奈川) 井　出　昌　之（茨　城） 髙　橋　     淳（埼　玉）

１位 吉　谷　美　香(東　京) 萩　尾　由　香（東　京）

２位 加　藤　弘　子(東　京) 加　藤　弘　子（個　人）

３位 徳　島　　　 舞(栃　木) 戸　谷　寿　美（東　京）

４位 鳥　飼　京　子(東　京)

１位 大　森　恵美子(東　京) 大八木 まり子（東　京）

２位 野　沢　知　代(個　人) 金 子　真紀子（東　京）

３位 鎗　田　美　樹(東　京) 小　山　宴　代（東　京）

４位 新　井　恭　世(埼　玉) 鎗　田　美　樹（東　京）

５位 齋　藤　こずえ(埼　玉)

１位 大八木 まり子（東　京） 金 子　真紀子（東　京）

２位 萩　尾　由　香（東　京） 秋 山　千香子（東　京）

３位 小　山　宴　代（東　京）

４位 越　川　順　子（東　京）

５位 石　澤　静　江（栃　木）

６位 弥　陀　ミチル（東　京）

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

ﾆｭｰｶﾏｰ

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
158cm
以下級

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
158cm
超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才
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関東選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 7月16日(日) 8月12日(日) 8月10日(日) 8月23日(日) 8月1日(日)

主　管 千葉県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟 神奈川県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟

１位 内　田　幸　二（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川） 山　田　幸　浩（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川） 久　松　一　貴（茨　城）

２位 井　出　武　志（東　京） 田　沢　春　男（東　京） 松　本　美　彦（東　京） 加　藤　直　之(神奈川） 加　藤　直　之(神奈川）

３位 小　林　広　一（千　葉）  小　林　広　一（千　葉）  近　藤　一　隆（東　京） 久　松　一　貴（茨　城） 梶　山　秀　行（茨　城）

４位 齋　藤　尚　久（栃　木） 北　嶋　茂　男（茨　城） 栗　原　尚　隆（東　京） 田　沢　春　男（東　京） 寺　地　進　一（東　京）

５位 谷　澤　一　矢(神奈川) 松　本　美　彦（東　京） 天　童　曹　耀（東　京） 松　本　美　彦（東　京） 小　林　広　一（千　葉）

６位 梶　山　秀　行（茨　城） 篠　田　　　 真（東　京） 藤　島　伸　一（埼　玉） 田　中　裕　也（栃　木） 大　谷　宗　貴（東　京）

１位 佐 藤　美由紀（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 山　崎　智　香（東　京） 深　町　り　え(神奈川） 間　部　曜　子(神奈川）

２位 清 水　恵理子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 石　崎　秋　津（千　葉） 間　部　曜　子(神奈川） 小　嶋　成　子(神奈川）

３位 市　原　恵　江（東　京） 高　橋　美　津（東　京） 若　林　佳　子（東　京） 小　嶋　成　子(神奈川） 若　林　佳　子（東　京）

４位 木　島　洋　子（千　葉） 山　崎　智　香（東　京） 平　田　恵　子(神奈川） 深　作　靖　子（東　京） 石　田　典　子(神奈川）

５位 谷　　　 佳　世（東　京） 田 口　貴代子(神奈川） 白　井　葉　子（東　京）

６位 石　崎　秋　津（千　葉） 村　岡　由　子（東　京）

１位 天　童　曹　耀（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 国　塚　清　久(神奈川） 原    　 哲　矢(神奈川）

２位 伊　藤　秀　一（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 伊　藤　秀　一（東　京） 花　岡　信　明（千　葉） 梶　山　秀　行（茨　城）

３位 北　嶋　茂　男（茨　城） 国　塚　清　久(神奈川） 北　嶋　茂　男（茨　城） 山　口　明　大(神奈川） 梅　津　真　人（東　京）

４位 小　林　幸　治（東　京） 北　嶋　茂　男（茨　城） 百　瀬　良　一（東　京） 赤　坂　　　 順(神奈川） 中　澤　智　之（東　京）

５位 筒　井　光　広(神奈川) 伊　藤　秀　一（東　京） 吉　田　賀　一（東　京） 和　田　知　克(神奈川） 花　岡　信　明（千　葉）

６位 国　塚　清　久(神奈川) 坂　口　英　人(神奈川） 坂　口　英　人(神奈川） 宮　野　     隆（埼　玉）

１位 森　田　英　夫（埼　玉） 登　坂　　　 勉（東　京） 六本木　　　昇（栃　木） 中　島　幸　忠(神奈川） 中 村　美千雄（東　京）

２位 木　村　博　男（東　京） 後　藤　　　 譲（東　京） 石　津　永　司（東　京） 成　田　晴　夫（千　葉） 伊　野　利　雄（東　京）

３位 村　松　伸　市（埼　玉） 下田平　道 治(神奈川） 後　藤　　　 讓（東　京） 中 村　美千雄（東　京） 石　津　永　司（東　京）

４位 星　野　　　 孝（東　京） 星　野　　　 孝（東　京） 伊　野　利　雄（東　京） 土  屋　みのる(神奈川） 原　田　     浩（東　京）

５位 下田平　道 治(神奈川) 宮　浦　力　男(神奈川） 根　岸　　　 浩（群　馬） 後　藤　　　 譲（東　京） 篠　原　信　良（東　京）

６位 根　岸　　　 浩（群　馬） 遠　藤　　　 修(神奈川） 森　山　芳　久(神奈川） 北　嶋　茂　男（茨　城）

１位 窪　塚　　　 佑（千　葉） 松　本　雅　俊（栃　木） 兵　頭　祐　樹（埼　玉）

２位 天　野　翔　太（千　葉） 佐　藤　純　吾(神奈川） 小　海　     智(神奈川）

３位 小　梅　　　 智(神奈川） 上　原　雄　希（埼　玉）

４位 篠　崎　祐　輔（埼　玉）

１位 原    　 哲　矢（神奈川）

２位 木　下　昭　文（東　京）

３位 東　田　義　弘(神奈川）

４位 名　塚　岳　宏（埼　玉）

５位 小　倉　正　利（埼　玉）

６位 久保田　達 也（埼　玉）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

ﾆｭｰｶﾏｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
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関東選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 7月28日(土) 8月18日(日) 8月3日(日) 8月1日(日) 7月24日(日)

主　管 埼玉県ボディビル連盟 神奈川県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟 神奈川県ボディビル連盟

１位 松 尾　隆太郎（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 野　澤　　　 勉（東　京） 藤　井　康　次（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）

２位 村　松　幸　大（埼　玉） 小久保　一 美（東　京） 田　所　勇　二（茨　城） 金　子　芳　宏(神奈川) 関　口　　　 勉（東　京）

３位 林　　　 久　司（東　京） 金　子　芳　宏(神奈川) 高　橋　一　彦（　　　　） 関　口　　　 勉（東　京） 花　島　正　志（東　京）

４位 田　所　勇　二（茨　城） 平　田　健　二(神奈川) 内　田　幸　二（東　京） 内　田　幸　二（東　京） 内　田　幸　二（東　京）

５位 小久保　一 美（東　京） 野　澤　　　 勉（東　京） 渡　辺　一　之（茨　城） 堀　江　雅　貴（東　京） 田　沢　春　男（東　京）

６位 平　田　健　二(神奈川) 田　所　勇　二（茨　城） 堀　江　雅　貴（東　京） 田　所　勇　二（茨　城） 高　木　　　 昇(神奈川)

１位 古　溝　 さとみ（東　京） 高 松　眞里子（東　京）

２位 安　田　敦　子（東　京） 市　原　めぐみ（東　京）

３位 市　原　めぐみ（東　京） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

４位 石　澤　静　江（栃　木） 谷　　　 佳　世（東　京）

５位 木　島　洋　子（東　京） 田 口　貴代子(神奈川)

６位 ≪以下8月11日開催≫ 根　本　みゆき（　　　　） 村　岡　由　子(神奈川)

１位 高　橋　有　文（東　京） 中　井　大　樹（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京）

２位 原　田　　　 浩（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 筒　井　光　広(神奈川)

３位 中　嶋　浩　樹(神奈川) 坂　口　英　人(神奈川) 国　塚　清　久(神奈川)

４位 高　井　康　弘（東　京） 星　野　　　 孝（東　京） 坂　口　英　人(神奈川)

５位 中 村　美智雄（東　京） 清　水　研　一(神奈川) 森　山　芳　久(神奈川)

６位 坂　内　一　賀（東　京） 森　田　英　夫（東　京） 清　水　研　一(神奈川)

１位 宮　浦　力　男(神奈川) 土　屋　みのる(神奈川) 中　嶋　浩　樹(神奈川)

２位 鶴　見　貞　二（栃　木） 堀　　　　　　進（東　京） 宮　浦　力　男(神奈川)

３位 山　岸　　　 徹（東　京） 山　岸　　　徹（東　京） 星　野　　　 孝（東　京）

４位 下田平　道 治(神奈川) 石　津　永　司（東　京）

５位 吉　田　邦　夫（東　京） 木　村　博　男（東　京）

６位 下田平　道 治(神奈川)

１位 高 井　健太郎（東　京） 松　本　伊　織（千　葉） 神　崎　真　宣（東　京）

２位 清　水　圭　輔（　　　　） 平　野　克　尚（千　葉） 榎　本　正　泰（東　京）

３位 渡　辺　恭　啓（東　京） 田　吹　大　輝（　　　　）

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 8月17日(日) 8月9日(日)

主　管 茨城県ボディビル連盟

１位 石　崎　秀　二（東　京） 近　藤　賢　司（東　京）

２位 石　坂　哲　也(神奈川) 山　岸　秀　匡（東　京）

３位 近　藤　賢　司（東　京） 相　川　浩　一（東　京）

４位 小久保　一 美（東　京）

５位 田　所　勇　二（茨　城）

６位 関　口　　　 勉（東　京）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 7月31日(日)

主　管 千 葉 県 連 盟

１位 北 川　景太朗（東　京）

２位 松　村　和　典（埼　玉）

３位 西　尾　直　久（神奈川）

４位 小　池　直　幸（東　京）

５位 飯　田　知　明（東　京）

６位 高　橋　勝　己（埼　玉）

１位 土　金　正　巳（東　京）

２位 鈴　木　理　克（東　京）

３位 後　藤　　　 充（東　京）

４位 高　橋　龍　矢（神奈川）

５位 花　岡　信　明（東　京）

６位 加勢田喜代紀（東　京）

１位 梁　　　 永　洙（東　京）

２位 百木田　将 広（神奈川）

３位 松　坂　博　文（東　京）

４位 加　藤　陽　一（埼　玉）

５位 木　村　駿　介（東　京）

６位 東　田　義　弘（神奈川）

１位 小野田　　　巧（東　京）

２位 筒　井　啓　太（神奈川）

３位 石　井　克　昌（東　京）

４位 田　沢　春　男（東　京）

５位 手　塚　　 　修（東　京）

６位 サベリ モーセン（東　京）

１位 ウバジャジュードオニカ（東　京）

２位 野　村　政　盛（東　京）

３位 堀　内　　　 誠（東　京）

４位 兜　森　　　剛（神奈川）

５位 内　田　　　 貴（東　京）

６位 渡　部　　　 信（東　京）

１位 石 渡　美弥子（東　京）

２位 沼　田　初　恵（神奈川）

３位 石　井　ゆき子（東　京）

４位 松 浦　みゆき（神奈川）

１位 阿　部　優　花（東　京）

２位 高　橋　典　子（東　京）

３位 上　本　知　美（東　京）

女　子
158cm級

女　子
158cm超

関東クラス別選手権大会 入賞者一覧表

男　子
60kg級

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級
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関東クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 7月17日(日) 7月15日(日) 7月28日(日) 7月20日(日) 7月12日(日)

主　管 栃木県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟 神 奈 川 県 連 盟 神 奈 川 県 連 盟 茨 城 県 連 盟

１位 太 田　祐宇樹（東　京） 市　川　敏　明（東　京） 菊　地　　　 賢(東　京) 真　島　洋　一（東　京） 真　島　洋　一（東　京）

２位 市　川　敏　明（東　京） 松　崎　辰　男（東　京） 木　下　昭　文(東　京) 古　志　啓　司（東　京） 松　村　和　典（埼　玉）

３位 松　村　和　典（埼　玉） 藤　川　明　利（東　京） 真　鍋　宏　光(東　京) 川　上　大　輔（東　京） 新　藤　大　靖（神奈川）

４位 原　　　 貴　明（東　京） 木　下　昭　文（東　京） 高　野　宏　一(埼　玉) 松　村　和　典（埼　玉） 川　上　大　輔（東　京）

５位 小　池　直　幸（東　京） 古　志　啓　司（東　京） 石　原　　　 洋(東　京) 藤　川　明　利（東　京） 高　橋　勝　己（埼　玉）

６位 金　子　尚　史（東　京） 松　村　和　典（埼　玉） 藤　谷　伸　幸(東　京) 高　野　宏　一（埼　玉） 溝呂木　雅 之（東　京）

１位 福　田　伸　也（東　京） 不二山　史 典（東　京） 石　井　輝　男(東　京) 土　屋　みのる（神奈川） 加　藤　裕　康（東　京）

２位 中　村　貴　裕（東　京） 土　金　正　巳（東　京） 土　金　正　巳(東　京) 百木田　将 広（神奈川） 中　井　太　一（東　京）

３位 加　藤　裕　康（東　京） 新　名　一　仁（東　京） 鈴　木　理　克(東　京) 上　田　一　徳（神奈川） 後　藤　　　 充（東　京）

４位 相　川　恵　太（東　京） 古 谷　喜久雄(神奈川) 須　金　慶　紀(千　葉) 吉　田　英　樹（神奈川） 高　橋　龍　矢（神奈川）

５位 百　瀬　良　一（東　京） 松　本　健　司（東　京） 北　島　　　 崇(東　京) 金　澤　和　弥（東　京） 小　林　　　良（神奈川）

６位 上　原　　　 清（東　京） 須　金　慶　紀（千　葉） 土　屋　みのる(神奈川) 内　田　博　之（神奈川） 阿久津　敏 孝（栃　木）

１位 小　林　　　 悟（埼　玉） 加　賀　義　和（東　京） 国　塚　清　久(神奈川) 野　中　直　紀（東　京） 渡　部　工　兵（東　京）

２位 原　　　 哲　矢(神奈川） 国　塚　清　久(神奈川) 宇　野　明　訓(東　京) 中　村　貴　裕（東　京） 佐々木　　　剛（茨　城）

３位 宇　野　名　訓（東　京） 宇　野　明　訓（東　京） 中　村　貴　裕(東　京) 森　山　芳　久（神奈川） 内　藤　健　二（栃　木）

４位 菊　池　　　 賢（東　京） 河　野　智　洋（東　京） 嶋 田　泰次郎(東　京) 渡　部　工　兵（東　京） 百木田　将 広（神奈川）

５位 小　林　幸　治（東　京） 中　村　貴　裕（東　京） 豊　島　　　 悟(茨　城) 内　藤　健　二（東　京） 伊　勢　龍　顕（東　京）

６位 志　賀　英　介(神奈川） 菊　池　　　 賢（東　京） 鈴　木　康　克(東　京) 山　口　明　大（神奈川） 齋　藤　　　 敦（東　京）

１位 大　澤　　　 正（千　葉） 齊　藤　康　二（東　京） 寺　地　進　一(東　京) 山　口　     裕（埼　玉） 笠　原　　　司（神奈川）

２位 宇　野　賢　明（東　京） 宇　野　賢　明（東　京） 宇　野　賢　明(東　京) 宇　野　賢　明（東　京） 實　方　博　士（千　葉）

３位 桑　原　晴　彦（東　京） 實　方　博　士（千　葉） 関　口　貴　夫(千　葉) 小　野　善　行（東　京） 宇　野　賢　明（東　京）

４位 手　塚　　　 修（東　京） 手　塚　　　 修（東　京） 滝　澤　　　 勤(東　京) 兜　森　     剛（神奈川） 兜　森　　　剛（神奈川）

５位 佐　藤　　　 毅（栃　木） 田　中　裕　介（東　京） 兜　森　　　 剛(神奈川) 小　湊　理　喜（東　京） モーセンサベリ（東　京）

６位 石　津　永　治（東　京） 村　越　竜　次（東　京） 村　越　竜　次(東　京) 内　田　     貴（東　京） 木　村　駿　介（東　京）

１位 原　田　正　行（東　京） 大　澤　　　 正（千　葉） 西　川　正　洋(東　京) 吉　田　     遵（東　京） 田　口　俊　介（東　京）

２位 野　口　友　彦（東　京） 兜　森　　　 剛(神奈川) 田　口　俊　介(東　京) 田　口　俊　介（東　京） 野　村　政　盛（東　京）

３位 見　田　達　也（東　京） 西　川　正　洋（東　京） 吉　田　　　 遵(東　京) 大　坪　二　郎（神奈川） 木 下　慎二郎（埼　玉）

４位 兜　森　　　 剛(神奈川） 田　口　俊　介（東　京） 谷　澤　一　矢(神奈川) 野　村　政　盛（東　京） 堀　内　　　 誠（東　京）

５位 黒　須　義　弘（栃　木） 見　田　達　也（東　京） 内　山　剛　志(千　葉) 萩　原　     悟（神奈川） 小　岩　浩　己（茨　城）

６位 下　瀬　道　現（東　京） 高　橋　幸　男（千　葉） 堀　内　　　 誠(東　京) 斎　藤　裕　樹（東　京） 齊　藤　健　一（千　葉）

１位 岩　永　昌　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 志　村　眞　理(東　京) 松　井　陽　子（東　京） 小　林　奈　美（神奈川）

２位 三本木 しのぶ（栃　木） 石　田　典　子(神奈川) 三 浦　恵美子(神奈川) 石　田　典　子（神奈川） 齋　藤　 リイ子（東　京）

３位 二　瓶　永　子（埼　玉） 田 口　貴代子(神奈川) 石　田　典　子(神奈川) 渡　部　みゆき（神奈川） 白　井　葉　子（神奈川）

４位 小　林　奈　美(神奈川) 小　林　奈　美(神奈川) 小　林　奈　美（神奈川） ≪ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級≫

５位 白　井　葉　子（東　京）

６位 横 井　こずえ(神奈川)

１位 鈴　木　宏　子（茨　城） 宮 下　真紀子(神奈川) 三 浦　恵美子（神奈川） 阿　部　ゆ　り（東　京）

２位 宮 下　真紀子(神奈川) 渡 部　みゆき（神奈川）

３位 松 本　奈津恵（東　京）

≪ﾌｨｼﾞｰｸ158cm超級≫

１位 小 林　有紀子（栃　木） 衛 藤　佳代子（東　京）

２位 菊　池　誉　子（茨　城） 吉　谷　美　香（東　京）

３位 衛 藤　佳代子（東　京） 鳥　飼　京　子（東　京）

４位 中 田　奈津子（栃　木） 佐　藤　恵　美（東　京）

５位 佐　藤　恵　美（東　京） 今 井　ゆか里（個　人）

６位 築　地　　　 郁（個　人）

１位 山　崎　志　保（東　京） 山 本　加容子（東　京）

２位 野　沢　知　代（栃　木） 大 森　恵美子（個　人）

３位 大　内　和　子（東　京） 鎗　田　美　樹（個　人）

４位 野　沢　知　代（栃　木）

１位 ｱｰｼｭﾘｰ　ﾜﾚｽ(神奈川)

２位 中　島　健　司(神奈川)

３位 常 世　田雅央(神奈川)

４位 炭　田　大　輔(神奈川)

５位 長　山　陽　一(神奈川)

６位 平　川　徳　治(神奈川)

１位 佐々木 美 香(埼　玉)

２位

男　子
オープン

女　子
オープン

女　子
50kg級

女　子
50kg超級

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm級

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm超

級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級
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関東クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 7月16日(日) 7月29日(日) 7月27日(日) 7月26日(日) 7月18日(日)

主　管 茨城県ボディビル連盟 栃木県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟 埼玉県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟

１位 後　藤　　　 充（東　京） 佐　藤　雅　明（東　京） 小　林　　　 良(神奈川） 真　島　洋　一（東　京） 須　藤　高　峰（東　京）

２位 渡　辺　忠　慶（東　京） 金　子　和　政（東　京） 金　子　和　政（東　京） 栴　檀　芳　之（東　京） 太 田　裕宇樹（東　京）

３位 山　田　豊　範(神奈川) 森　田　英　夫（埼　玉） 真　島　洋　一（東　京） 市　川　敏　明（東　京） 市　川　敏　明（埼　玉）

４位 小　林　　　 良(神奈川） 堀　　　 利　裕（東　京） 太　田　祐宇樹（東　京） 登　坂　　　勉（東　京）

５位 土　屋　隆　一（東　京） 遠　藤　　　 修(神奈川） 金　子　尚　文（東　京） 飯　田　知　明（東　京）

６位 星　野　　　 孝（東　京） 森　田　英　夫（埼　玉） 須　貝　誠　志（東　京） 木　下　昭　文（東　京）

１位 登　坂　　　 勉（東　京） 岡　崎　信　一（東　京） 猪　股　広　和（東　京） 菊　地　　　 賢（東　京） 原　　　哲　矢(神奈川）

２位 堀　　　 一　裕（東　京） 菊　地　　　 賢（東　京） 中　井　大　樹（東　京） 山　川　健　司（東　京） 加　藤　裕　康（東　京）

３位 宮　浦　力　男(神奈川) 齋　藤　義　則（東　京） 箕　輪　浩　昭（栃　木） 斎　藤　義　則（東　京） 山　川　健　司（東　京）

４位 菊　地　　　 賢（東　京） 坂　口　英　人(神奈川） 須　金　慶　紀（千　葉） 香　月　洋　輔（東　京） 後　藤　　　 譲（東　京）

５位 ｼｱﾙ ﾊﾐﾄﾞ ﾚｻﾞｰ（東京） 佐々木　　　稔（東　京） 菊　地　　　 賢（東　京） 小　林　　　 良(神奈川） 須　金　慶　紀（千　葉）

６位 堀　　　 一　裕（東　京） 齋　藤　義　則（東　京） 片　桐　英　樹（茨　城） 上　田　明　寛（東　京）

１位 齋　藤　尚　久（栃　木） 小　宮　義　徳（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 山　本　　　 純（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京）

２位 桑　原　晴　彦(神奈川) 大　谷　宗　貴（東　京） 太　田　義　弘（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 中　村　貴　裕（東　京）

３位 北　嶋　茂　男（茨　城） 志　賀　英　介(神奈川） 實　方　博　士（千　葉） 實　方　博　士（千　葉） 志　賀　英　介(神奈川）

４位 池　田　正　史（千　葉） 北　嶋　茂　男（茨　城） 国　塚　清　久(神奈川） 中　村　貴　裕（東　京） 竹之内　　　正（茨　城）

５位 小　林　幸　治（東　京） 森　山　芳　久(神奈川） 柳　沢　伸　一（東　京） 国　塚　清　久(神奈川） 小　林　幸　治（東　京）

６位 百　瀬　良　一（東　京） 桑　原　晴　彦(神奈川） 小　林　幸　治（東　京） 桑　原　晴　彦（東　京） 加　藤　住　良（栃　木）

１位 松　本　美　彦（東　京） 山　田　幸　治（東　京） 加　藤　直　之(神奈川） 高　橋　浩　二（東　京） 梅　津　真　人（東　京）

２位 ﾇｰﾘ ﾅﾐﾆ ﾀﾞﾎﾞｯﾄ（茨城） 梅　津　真　人（東　京） 笠　原　　　 司(神奈川） 北　嶋　利　明（東　京） 桑　原　晴　彦（東　京）

３位 高　橋　浩　二（埼　玉） 笠　原　　　 司(神奈川） 梅　津　真　人（東　京） 椿　　　 幸　仁（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木）

４位 實　方　博　士（千　葉） 北　嶋　利　明（東　京） 高　橋　浩　二（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 萩　元　太　一（茨　城）

５位 樋　爪　克　好（東　京） 椿　　　 幸　仁（東　京） 椿　　　 幸　仁（東　京） 渡　邉　拓　也（栃　木） 手　塚　　　 修（東　京）

６位 笠　原　　　 司(神奈川) 村　越　竜　次（東　京） 石　津　永　司（東　京） 村　越　竜　次（東　京）

１位 長　田　洋　一（東　京） 中　澤　智　之（東　京） 天　童　曹　耀（東　京） 田　中　裕　也（栃　木） 松　尾　泰　宏（東　京）

２位 天　童　曹　耀（東　京） ｶﾞｰﾃﾞｨｱｰﾆ ﾌｧﾙﾊｯﾄﾞ（栃木） 松　尾　泰　宏（東　京） 中　島　幸　忠(神奈川） 渡　邉　拓　也（栃　木）

３位 保　條　英　夫（東　京） 千　葉　篤　志(神奈川） 藤　島　伸　一（埼　玉） 伊　藤　秀　一（東　京） 佐　藤　　　 徹（東　京）

４位 吉　田　忠　幸（茨　城） 伊　藤　秀　一（東　京） 吉　田　卓　郎（東　京） 黒　須　義　弘（栃　木）

５位 吉　田　卓　郎（東　京） 六本木　　　昇（栃　木） 黒　須　義　弘（栃　木） 見　田　達　也（東　京）

６位 中　村　宗　人（東　京） 木 下　慎二郎（東　京） 林　　　 利　明（東　京） 平　崎　雅　俊（東　京）

１位 松　井　博　子（東　京） 間　部　曜　子(神奈川） 深　作　靖　子（東　京） 鈴　木　たか子（東　京）

２位 中曽根　麻 里（東　京） 荻　野　昌　子（東　京） 西　村　智　恵（埼　玉） 白　井　葉　子（東　京）

１位 石　崎　秋　津（千　葉） 北　川　み　ほ（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 小　嶋　成　子(神奈川）

２位 清 水　恵理子（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 石　崎　秋　津（千　葉）

３位 山　崎　智　香（東　京） 佐　藤　尚　子（東　京）

４位 平　田　恵　子(神奈川）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

女　子
50kg超級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

女　子
50kg級
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関東クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月18日(土) 8月4日(日) 7月21日(月) 8月8日(日) 8月7日(日)

主　管 千葉県ボディビル連盟 栃木県ボディビル連盟 茨城県ボディビル連盟 千葉県ボディビル連盟

１位 村　松　幸　大（埼　玉）

２位 青　柳　　　 武（東　京）

３位 田　中　英　年（東　京）

１位 坂　内　一　賀（　　　　） 進　藤　大　靖(神奈川) 関　根　　　 理（東　京） 高 井　健太郎（東　京） 中　嶋　浩　樹(神奈川)

２位 進　藤　大　靖(神奈川) 関　根　　　 理（東　京） 中　嶋　浩　樹(神奈川) 清　水　研　一(神奈川) 森　田　英　夫（埼　玉）

３位 中　嶋　浩　樹(神奈川) 須　藤　高　峰（東　京） 高 井　健太郎（東　京） 金　子　俊　文(栃　木） 真　島　洋　一（東　京）

４位 須　貝　誠　志（東　京） 金　子　俊　文(栃　木）

５位 土　屋　隆　一（栃　木）

６位 青　山　　　 聖（千　葉）

１位 篠　端　直　人（埼　玉） 田　中　英　年（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 進　藤　大　靖(神奈川) 小　林　幸　治（東　京）

２位 田　中　英　年（東　京） 高　田　禎　哉（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 斉　藤　尚　久（　　　　） 登　坂　　　 勉（東　京）

３位 久富木原浩治（東　京） 高　井　康　弘（東　京） 進　藤　大　靖(神奈川) 菊　地 　　  賢（栃　木） 堀　　　 一　裕（東　京）

４位 竹　田　正　明（東　京） 竹　田　正　明（東　京）

５位 中　村　和　広（東　京） 菊　地 　　  賢（栃　木）

６位 高　橋　秀　典(神奈川) 高　橋　秀　典(神奈川)

１位 小　林　広　一（千　葉） 村　松　幸　大（埼　玉） 成　田　晴　夫（千　葉） 水　越　正　則（栃　木） 永　嶋　　　 好（千　葉）

２位 永　見　信　光（東　京） 和　田　知　克(神奈川) 水　越　正　則（栃　木） 竹之内　　　正（茨　城） 加　藤　直　之（千　葉）

３位 大 原　陽一郎（東　京） 水　越　正　明（栃　木） 濱　中　秀　享（　　　　） 桑　原　晴　彦(神奈川) 桑　原　晴　彦(神奈川)

４位 小　宮　義　徳（東　京） 堀　口　伸　夫（埼　玉）

５位 小　林　幸　治（東　京） 国　塚　清　久(神奈川)

６位 柳　沢　伸　一（東　京） 齋　藤　　　 要（埼　玉）

１位 野　澤　　　 勉（東　京） 青　柳　　　 武（東　京） 北　村　卓　也（埼　玉） 谷　澤　一　矢(神奈川) 高　木　　　 昇(神奈川)

２位 北　村　卓　也（埼　玉） 北　村　卓　也（埼　玉） 大　澤　　　 正（千　葉） 松　本　美　彦（東　京） 松　本　美　彦（東　京）

３位 井　上　伸　次(神奈川) 谷　澤　一　矢(神奈川) 小　林　勇　二（東　京） 高　橋　　　 基(北海道) 樋　爪　克　好（東　京）

４位 近　藤　久　喜（　　　　） 保　坂　　　 亘(神奈川)

５位 草　摘　順　壱(神奈川) 石　津　永　司（東　京）

６位 小　田　敏　郎（　　　　） 林　　　 良　一（東　京）

１位 田　所　勇　二（茨　城） 平　田　健　二(神奈川) 長　沼　弘　修（東　京） 井　上　伸　次(神奈川) 梶　山　秀　行（茨　城）

２位 下　田　雅　人（　　　　） 高　橋　欣　弥（東　京） 高　橋　欣　弥（東　京） 小　島　正　裕（千　葉） 木 下　慎二郎（東　京）

３位 高　橋　欣　弥（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城） 高　橋　一　彦（　　　　） 木 下　慎二郎（東　京） 伊　藤　秀　一（東　京）

４位 登　坂　文　朗(神奈川) 筒　井　光　広(神奈川)

５位 坂　手　潤　一（埼　玉） 河　合　　　 寛(神奈川)

６位 茂　木　正　夫(社会人） 中 村　美千雄（埼　玉）

１位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 宮　田　友　紀（埼　玉）

２位 鈴　木　正　子（東　京） 後 藤　眞由美（東　京）

３位 村　岡　由　子(神奈川) 谷　　　 佳　世（東　京）

４位 浜　田　智　子（東　京） 鈴　木　正　子（東　京）

５位 木　島　洋　子（東　京）

１位 ≪オーバーオール≫ 高 松　眞里子（東　京）

２位 若　林　佳　子(神奈川)

３位 村　岡　由　子(神奈川)

４位 石　崎　秋　津（千　葉）

５位 関 戸　千恵子（栃　木）

男　子
75kg超級

女　子
50kg超級

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

女　子
50kg級

男子総合

ｶﾃｺﾞﾘｰ
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年　度 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年

開催日 7月19日(日) 7月3日(日)

主　管 千 葉 県 連 盟 埼 玉 県 連 盟

１位 木　下　昭　文（東　京） 高　橋　雄　志（埼　玉）

２位 棚　瀬　賢　一（東　京） 田　村　宜　丈（神奈川）

３位 橋　本　祐　樹（東　京） 西　村　広　和（東　京）

４位 安　藤　貴　弘（千　葉） 中　山　裕　史（東　京）

５位 山　本　     崇（茨　城） 藤　原　孝　仁（千　葉）

６位 池　田　晃　士（千　葉） 多　田　     哲（東　京）

１位 高　野　一　臣（千　葉） 髙　橋　直　人（神奈川）

２位 鈴　木　康　克（東　京） 髙　杢　賢　希（埼　玉）

３位 桑　崎　     寛（東　京） 勢　馬　大　介（東　京）

４位 大　澤　     正（千　葉） 木　村　     卓（埼　玉）

５位 Dmiani Helio Junior（神奈川） 持　田　教　利（神奈川）

６位 高　橋　秋　裕（静　岡） 井　出　萬　里（神奈川）

１位 加　治　康　武（東　京） 小野間　　　満（神奈川）

２位 中　島　良　介（東　京） 横　山　翔　太（栃　木）

３位 桑　原　晴　彦（東　京） 渡　邉　栄　明（神奈川）

４位 上　野　ア　キ（東　京） 荒　木　健太郎（埼　玉）

５位 加　藤　住　良（栃　木） 鈴　木　裕　昌（茨　城）

６位 マイケル ミズタニ（愛　知） 桑　原　晴　彦（神奈川）

１位 岩　田　卓　磨（東　京） 小　泉　憲　治（神奈川）

２位 小　泉　憲　治（神奈川） 須　原　公　司（東　京）

３位 菅　原　辰　馬（埼　玉） 小　寺　政　光（神奈川）

４位 木 下　慎二郎（埼　玉） 李　      待　煕（東　京）

５位 小　岩　浩　己（茨　城） 佐　藤　      徹（東　京）

６位 OLIVIRE JUNIOR（神奈川） 茂　見　祥　平（東　京）

１位 木　下　昭　文（東　京） 登　坂　文　朗（社会人）

２位 小　島　正　裕（千　葉） 岩　本　祐　介（東　京）

３位 棚　瀬　賢　一（東　京） 岩　﨑　明　史（栃　木）

４位 岩　本　祐　介（東　京） 小　島　正　裕（社会人）

５位 岩　﨑　明　史（栃　木） 鍬　田　桂　一（千　葉）

６位 筒　井　光　広（神奈川） 筒　井　光　広（神奈川）

１位 加　治　康　武（東　京） 小　泉　憲　治（神奈川）

２位 岩　田　卓　磨（東　京） 髙　橋　直　人（神奈川）

３位 高　野　一　臣（千　葉） 小野間　　　満（神奈川）

４位 木　下　昭　文（東　京） 高　橋　雄　志（埼　玉）

５位 登　坂　文　朗（社会人）

１位 三 船　麻里子（東　京） 関　根　秀　子（東　京）

２位 礒　野　かおる（兵　庫） 佐々木　美 香（埼　玉）

３位 佐々木　美 香（埼　玉） 森　     佳　美（茨　城）

４位 秋　本　明　子（神奈川） 山　中　小　巻（東　京）

５位 矢　野　かずみ（東　京） 髙　橋　弘　子（東　京）

６位 井　村　智　子（石　川）

１位 大 森　恵美子（東　京） 佐　藤　恵　美（東　京）

２位 徳　永　佳　恵（神奈川） 石　原　敬　子（神奈川）

３位 仲　村　小　夏（東　京） 川　又　珠　実（東　京）

４位 潤　　　美和子（東　京）

５位 齋　藤　優　子（栃　木）

６位 瀬　田　ユリ子（東　京）

１位 椎 名　智香子（千　葉） 森　     弘　子（神奈川）

２位 小　野　貴　子（千　葉）

３位 戸　澤　ま　り（埼　玉）

４位 羽 鳥　茉利絵（東　京）

１位 三 船　麻里子（東　京） 関　根　秀　子（東　京）

２位 大 森　恵美子（東　京） 佐　藤　恵　美（東　京）

３位 椎 名　智香子（千　葉） 森　     弘　子（神奈川）

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm級

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm超

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

関東オープン選手権大会 入賞者一覧表

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
168cm級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ

50才以上
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２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

7月25日(日) 8月28日(日) 8月26日(日) 8月18日(日) 8月17日(日) 8月23日(日) 8月14日(日)

１位 髙　梨　圭　祐 大 原　陽一郎 佐　藤　貴　規 佐　藤　茂　男 加　賀　義　和 豊　島　　　 悟 寺　地　進　一

２位 山　本　昌　弘 佐　藤　貴　規 佐　藤　茂　男 和　泉　悠　太 寺　地　進　一 寺　地　進　一 山　本　昌　弘

３位 大 原　陽一郎 松　本　美　彦 松　本　美　彦 寺　地　進　一 岡　部　謙　介 林　　　 勇　宇 林　    勇　宇

４位 佐　藤　貴　規 山　本　昌　弘 寺　地　進　一 林　     勇　宇 豊　島　      悟 岡　部　謙　介 加　瀬　幸　男

５位 岡　部　謙　介 佐　藤　茂　男 林　     勇　宇 加　賀　義　和 大　谷　宗　貴 加　瀬　幸　男 内　野　    充

６位 寺　地　進　一 寺　地　進　一 大　谷　宗　貴 松　本　美　彦 田　沢　春　男 ｳﾊﾞｼﾞｬ ｵｽｶｰｼﾞｭｰﾄﾞ 小野田　    巧

１位 髙 原　佐知子 久　野　礼　子 田　中　久　美 志　村　眞　理 澤　田　めぐみ 橋　木　亜　季 中　村　静　香

２位 久　野　礼　子 志　村　眞　理 秋 山　千香子 小　川　佳　香 秋　山　千香子 宮　田　みゆき 宮　田　みゆき

３位 木　島　洋　子 田　中　久　美 島 田　三佐子 佐　藤　三佐子 佐　藤　三佐子 大　森　恵美子 大　森　恵美子

４位 髙 松　眞里子 秋 山　千香子 志　村　眞　理 濱　田　美智代 橋　木　亜　季 佐　藤　三佐子 阿　部　優　花

５位 山 崎　美喜子 髙 松　眞里子 深　作　靖　子 深　作　靖　子 大　森　恵美子 石　渡　美弥子 石　渡　美弥子

６位 志　村　眞　理 木　島　洋　子 髙 松　眞里子 髙　松　眞里子 髙　松　眞里子 岡　田　典　子 髙　松　眞里子

１位 湯　浅　幸　大 衛　藤　雄　一

２位 衛　藤　雄　一 田　中　     充

３位 宇　野　明　訓 多　田　     哲

４位 嶋　田　泰次郎 大　森　浩　光

５位 木　下　昭　文 柳　田　健　輔

６位 本　間　奨　基 久　野　圭　一

１位 有　馬　康　泰 竹　本　直　人

２位 吉　田　直　輔 ｼｪﾚﾝ ｲｰｽﾝ 佑 太

３位 佐々木　　　潤 宮　崎　雄　太

４位 阿　部　祐　二 梅　田　     亮

５位 水　上　　　直 鈴　木　達　也

６位 中　村　宗　人 鯨　井　     隆

２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年

9月28日(日) 9月20日(月) 9月11日(日) 7月30日(日) 8月26日(日) 8月31日(日) 8月30日(日)

１位 佐々木　　　晋 須 山　翔太郎 鈴　木　　　 雅 郷　　　 直　樹 小久保　一 美 佐々木　　　卓 山　田　幸　浩

２位 下　田　雅　人 下　田　雅　人 髙　梨　圭　祐 小久保　一 美 山　田　幸　浩 山　田　幸　浩 髙　梨　圭　祐

３位 青　柳　　　 武 青　柳　　　 武 鎌　田　　　 優 加　瀬　幸　雄 田　沢　春　男 田　沢　春　男 松　本　美　彦

４位 小久保　一 美 高　梨　圭　祐 井　出　武　志 松　田　朋　也 井　出　武　志 高　梨　圭　祐 大 原　陽一郎

５位 北　嶋　利　明 北　島　利　明 寺　地　進　一 井　出　武　志 佐　藤　貴　規 松　本　美　彦 田　沢　春　男

６位 長　田　洋　一 寺　地　進　一 田　沢　春　男 内　田　幸　二 松　本　美　彦 佐　藤　貴　規 和　泉　悠　太

１位 足　立　晃　子 安　田　敦　子 大　澤　直　子 恵　良　律　子 佐 藤　美由紀 天　童　あゆみ 清 水　恵理子

２位 山　端　晶　子 大　澤　直　子 恵　良　律　子 天　童　あゆみ 天　童　あゆみ 清 水　恵理子 久　野　礼　子

３位 安　田　敦　子 市　原　めぐみ 天　童　あゆみ 佐 藤　美由紀 清 水　恵理子 久　野　礼　子 髙 松　眞里子

４位 岡　　　 美　奈 石 渡　美弥子 佐 藤　美由紀 北　川　み　ほ 久　野　礼　子 相　馬　貴　子 石 渡　美弥子

５位 大　澤　直　子 古　溝　 さとみ 市　原　めぐみ 髙 松　眞里子 髙 松　眞里子 橋　野　一　美 島 田　三佐子

６位 小　池　かおり 北　川　み　ほ 石 渡　美弥子 市　原　恵　江 高　橋　美　津 高　橋　美　津 北　川　み　ほ

１９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年

9月21日(金) 9月13日(土) 9月15日(金) 9月30日(日) 7月28日(日)

１位 津　田　　　 宏 石　崎　秀　二 近　藤　賢　司 相　川　浩　一 林　　　 久　司 長　橋　克　明 堀　江　雅　貴

２位 紙 田　由紀夫 近　藤　賢　司 川　村　　　 茂 林　　　 久　司 原 田　誠一郎 青　柳　　　 武 長　沼　弘　修

３位 逢　坂　一　夫 川　村　　　 茂 小久保　一 美 川　村　　　 茂 青　柳　　　 武 内　田　幸　二 内　田　幸　二

４位 山　本　昌　弘 佐々木　　　晋 林　　　 久　司 山　岸　秀　匡 高　梨　圭　祐 高　梨　圭　祐 小久保　一 美

５位 林　　　 久　司 相　川　浩　一 山　岸　秀　匡 小久保　一 美 中　澤　智　之 篠　田　　　 真 青　柳　　　 武

６位 加　瀬　幸　男 林　　　 久　司 佐々木　　　晋 内　田　幸　二 小　暮　貴　男 小久保　一 美 永　見　信　光

１位 内 田　美紀子 浅 見　由理香 西　本　朱　希 メデル シャノン 杉 井　ますみ 水　野　浩　美 大　橋　洋　子

２位 上　月　あゆみ 水　野　浩　美 水　野　浩　美 白　岩　喜　子 水　野　浩　美 吉　良　明　子 佐々木　景 子

３位 浅 見　由理香 西　本　朱　希 水　野　浩　美 吉　良　明　子 佐々木　景 子 関 谷　友加里

４位 水　野　浩　美 人　見　麗　子 杉　井　ますみ 小　池　かおり 山　端　晶　子 足　立　晃　子

５位 福　田　かおり 阿 部　ゆい子 吉　良　明　子 市　原　恵　江 小　池　かおり 安　田　敦　子

６位 立 花　真由美 市　原　恵　江 白　岩　喜　子 白　岩　喜　子 佐々木　晃 子

男　子
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm

男　子
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm超

順位ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位

男　子

女　子

男　子

女　子

東京選手権大会 入賞者一覧表

男　子

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位
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東京選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年

１位 渡　辺　　　 茂 須　賀　幸　男 山 田　新五朗 ピーターキマニ 谷　野　義　弘 山　本　義　徳 上　野　克　彦

２位 後　藤　裕　己 宮　野　成　夫 須　江　正　尋 有　賀　誠　司 横　森　真　道 津　田　　　 宏 紙 田　由紀夫

３位 宮　野　成　夫 谷　野　義　弘 有　賀　誠　司 有　賀　誠　司 津　田　　　 宏

４位 須　賀　幸　男 工　藤　郁　夫 下　地　武　光 石　崎　秀　二 米　山　逸　朗

５位 工　藤　郁　夫 三　浦　巌　一 山　本　昌　弘 上　野　克　彦 宮　野　成　夫

６位 大河内　一 哉 佐々木　孝 二 石　崎　秀　二 米　山　逸　朗 原 田　誠一郎

１位 市　川　　　 櫻 吉　田　由　香 山 本　美奈子 橿　棒　幸　子 浜　永　祐　子 水　間　詠　子 石　川　祐　子

２位 木　村　孝　子 木　村　孝　子 白　岩　喜　子 水　間　詠　子 内 田　美紀子 浅 見　由理香

３位 橋　本　貴　子 浜　永　祐　子 内 田　美紀子 浅 見　由理香 上　月　あゆみ

４位 太 田　みつ子 水　間　詠　子 石　川　祐　子 石　川　祐　子 小　川　朋　子

５位 内 田　美紀子 関 谷　友加里 浅 見　由理香 水　野　浩　美 阿 部　ゆい子

６位 橿　棒　幸　子 福　田　たまみ 福　田　たまみ 上　月　あゆみ 松 岡　真由美

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年

１位 佐　藤　昭　雄 小　沼　敏　雄 井 口　吉美智 北　村　克　己 鶴　田　和　一 高　西　文　利 大河原　久 典

２位 小　沼　敏　雄 井 口　吉美智

３位 井 口　吉美智 北　村　克　己

４位 高　西　文　利

女　子 １位 飯　島　ゆりえ 須　藤　ゆ　き 長谷川　尚 子 大　島　ひろみ 松　本　俊　子 秋　山　珠　美

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９７５年 １９７６年 １９７７年 １９７８年 １９７９年 １９８０年 １９８１年

男　子 １位 古　屋　喜久男 六本木　　　昇 朝　生　照　雄 福　岡　　　章 上　原　隆　一 白　田　　　稔 佐　藤　啓　治

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９６８年 １９６９年 １９７０年 １９７１年 １９７２年 １９７３年 １９７４年

男　子 １位 吉　田　　　実 末　光　健　一 小　島　一　夫 水　上　　　彪 坪　井　善　司 宮　畑　　　豊 加　藤　一　男

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９６６年 １９６７年

男　子 １位 後　藤　武　雄 鈴　木　正　広

男　子

男　子

女　子
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２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年

7月18日(月)

１位 北 川　景太朗

２位 鳥谷部　智 紀

３位 須　貝　誠　志

４位 髙　嶋　      学

５位 小　原　武　恵

６位 関　野　浩　二

１位 井　戸　昭　成

２位 川　上　大　輔

３位 井　上　      淳

４位 河　田　岳　宏

５位 藤　川　明　利

６位 山　木　和　弘

１位 土　金　正　巳

２位 田　辺　     晃

３位 後　藤　     充

４位 大　島　幸　生

５位 平　木　天　平

６位 加勢田 喜代紀

１位 嶋 田　泰次郎

２位 野　中　直　紀

３位 梁　      永　洙

４位 松　坂　博　文

５位 三　井　一　訓

６位 小 川　裕一郎

１位 河　野　智　洋

２位 サベリ モーセン

３位 佐　藤　正　吾

４位 石　井　克　昌

５位 手　塚　     修

６位 石　井　     努

１位 白　井　大　樹

２位 ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ ｵﾆｶ

３位 松　頭　     省

４位 村　井　信　龍

５位 野　村　政　盛

６位 内　田　     貴

１位 宮　下　和　子

２位 松　田　昌　子

３位 池　田　梨　紗

４位 齋　藤　リイ子

５位 常世田　秋 津

６位 川 又　祐海奈

１位 中　村　静　香

２位 阿　部　優　花

３位 高　橋　典　子

４位 竹　内　令　子

５位 松　澤　     標

６位 ギブス ハリエット

女　子
ﾌｨｼﾞｰｸ
158cm級

東京クラス別選手権大会 入賞者一覧表

男　子
70ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

順位ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
55ｋｇ

男　子
65ｋｇ

男　子
60ｋｇ

女　子
ﾌｨｼﾞｰｸ
158cm超

男　子
75ｋｇ
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東京クラス別選手権大会 入賞者一覧表

２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

7月12日(日) 8月29日(日) 7月31日(日) 7月29日(日) 7月15日(月) 7月21日(月) 7月20日(月)

１位 鈴　木　理　克 佐　藤　雅　明 太 田　祐宇樹 松　崎　辰　男 菊　地　      賢 古　志　啓　司 小　池　直　幸

２位 登　坂　　　 勉 太 田　祐宇樹 真　鍋　宏　光 藤　川　明　利 藤　川　明　利 市　川　敏　明 川　上　大　輔

３位 山　川　忠　弘 伊　野　利　雄 市　川　敏　明 市　川　敏　明 増　田　博　之 川　上　大　輔 藤　川　明　利

４位 松　﨑　辰　男 飯　田　知　明 松　崎　辰　男 木　下　昭　文 木　下　昭　文 増　田　博　之 飯　田　知　明

５位 佐　藤　雅　明 山　川　忠　弘 藤　谷　伸　幸 小　池　直　幸 真　鍋　宏　光 藤　川　明　利 山　川　忠　弘

６位 宮　川　泰　成 藤　谷　伸　幸 須　貝　誠　志 須　貝　誠　志 藤　谷　伸　幸 溝呂木　雅 之 浅　野　公　伯

１位 新　名　一　仁 菊　地　     賢 河　野　智　洋 福　田　伸　也 鈴　木　理　克 石　井　輝　男 梁　     永　洙

２位 香　月　洋　輔 香　月　洋　輔 小 川　裕一郎 土　金　正　巳 石　井　輝　男 土　金　正　巳 土　金　正　巳

３位 後　藤　　　 讓 中　井　太　一 香　月　洋　輔 鈴　木　理　克 北　島　      崇 塩　坂　雄　人 塩　坂　雄　人

４位 菊　地　　　 賢 山　川　健　司 福　田　伸　也 石　井　輝　男 土　金　正　巳 根　本　真　也 後　藤　      充

５位 眞　田　　　 宝 福　田　伸　也 土　金　正　巳 不二山　史 典 小　川　裕一郎 宮　田　勝　実 加勢田 喜代紀

６位 山　川　健　司 後　藤　     譲 鈴　木　理　克 大　川　弘　之 塩　坂　雄　人 中　井　太　一 中　井　太　一

１位 馬　場　孝　司 石　井　敏　明 宇　野　明　訓 前　田　耕　二 加　賀　義　和 湯　浅　幸　大 河　野　智　洋

２位 宮　武　正　太 齋　藤　     敦 菊　地　　　 賢 加　賀　義　和 河　野　智　洋 嶋 田　泰次郎 嶋 田　泰次郎

３位 小　林　英　樹 中　井　大　樹 中　井　大　樹 河　野　智　洋 嶋　田　泰次郎 渡　部　工　兵 野　中　直　紀

４位 中　村　貴　裕 押　川　俊　寛 梁　　　 永　洙 山　口　　　 功 鈴　木　康　克 鈴　木　康　克 渡　部　工　兵

５位 桑　原　晴　彦 中　村　貴　裕 柴　田　　　 明 原　武　章　博 中　村　貴　裕 野　中　直　紀 岡　田　      隆

６位 柴　田　　　 明 小　林　幸　治 小　林　幸　治 内　藤　健　二 内　藤　健　二 齋　藤　      敦 山　口　      功

１位 大 原　陽一郎 岡　部　謙　介 小　宮　義　徳 齊　藤　康　二 寺　地　進　一 宇　野　賢　明 小野田　　　巧

２位 小　宮　義　徳 宇　野　賢　明 宇　野　賢　明 寺　地　進　一 宇　野　賢　明 山　口　      功 米　本　卓　司

３位 椿　　　 幸　仁 梅　津　真　人 石　井　敏　明 宇　野　賢　明 滝　澤　    勤 斎　藤　丈　生 小　湊　理　喜

４位 高　橋　浩　二 椿　　　 幸　仁 手　塚　　　 修 手　塚　　　 修 宇　野　明　訓 川　合　剛　文 雨 谷　浩一郎

５位 岩　崎　貞　人 手　塚　     修 村　上　貴　弘 木　村　潤　平 山　口　      功 小野田　　　巧 梶 田　遼太郎

６位 山　本　　　 純 野　口　友　彦 村　越　竜　次 村　越　竜　次 手　塚　      修 内　田　      貴 内　田　     貴

１位 藤　澤　　　 豊 小　林　一　良 文　　　 国　光 清　水　契　輔 西　川　正　洋 吉　田　      遵 田　口　俊　介

２位 和　泉　悠　太 松　尾　泰　宏 寺　地　進　一 見　田　達　也 田　口　俊　介 田　口　俊　介 ｳﾊﾞｼﾞｬ ｵｽｶｰｼﾞｭｰﾄﾞ

３位 清　水　契　輔 見　田　達　也 松　尾　泰　宏 西　川　正　洋 ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ 野　村　政　盛 松　頭　     省

４位 松　尾　泰　宏 原　田　正　行 西　川　正　洋 原　田　正　行 松　尾　泰　宏 渡　部　      信 松　尾　泰　宏

５位 小　林　一　良 佐　藤　     徹 見　田　達　也 笠　島　英　範 白　井　大　樹 原　田　正　行 冨　永　智　史

６位 平　崎　雅　俊 平　崎　雅　俊 野　口　友　彦 田　口　俊　介 吉　田　      遵 堀　内　      誠 生　稲　悦　宏

１位 深　作　靖　子 小　川　佳　香 秋 山　千香子 岩　永　昌　子 吉　谷　美　香 橋　木　亜　季 宮　田　みゆき

２位 鈴　木　文　子 東　　　奈々子 岩　永　昌　子 白　井　葉　子 荻　野　昌　子 松　井　陽　子 岡　田　典　子

３位 東　　　奈々子 鈴 木　たか子 東　　　奈々子 長谷川 久美子 阿　部　ゆ　り

４位 鈴 木　たか子 松　井　博　子 鈴 木　たか子 常世田　秋 津

５位 松　井　博　子 荻　野　昌　子 荻　野　昌　子

６位 荻　野　昌　子 齋　藤　リイ子

１位 志　村　眞　理 木　島　洋　子 衛 藤　佳代子 島 田　三佐子 大　森　恵美子 澤　田　めぐみ ≪ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ≫

２位 山　﨑　智　香 島 田　三佐子 山 﨑　美喜子 濱 田　美智代 山　﨑　美喜子 山 﨑　美喜子

３位 島 田　三佐子 山 崎　美喜子 常世田　秋 津 山 﨑　美喜子 濱　田　美智代 荻　野　昌　子

４位 木　島　洋　子 山　崎　智　香 鈴 木　たか子 松　井　陽　子

５位 荻　沼　清　美 若　林　佳　子 常世田　秋 津 鈴　木　たか子

６位 山　本　絢　子 斎　藤　リイ子

１位 金 子　真紀子

２位 越　川　順　子

３位 秋 山　千香子

４位 萩　尾　由　香

５位 弥　陀　ミチル

６位 加　藤　明　子

１位 永　山　友　美

２位 菅　原　 ジョイ

３位 高　石　寛　子

４位 鎗　田　美　樹

５位 潤　　　美和子

６位 野　沢　知　代

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm

ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm超

女　子
46ｋｇ超

男　子
70ｋｇ

男　子
75ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

女　子
46ｋｇ

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ
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東京クラス別選手権大会 入賞者一覧表

２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年

7月21日(日) 7月27日(日) 7月18日(日) 7月10日(日) 7月9日(日) 7月1日(日) 7月13日(日)

１位 田　澤　晴　美 佐　藤　貴　規 真　島　洋　一 井　上　博　紀 小　山　祥　仁 後　藤　　　 充 金　子　和　政

２位 佐　藤　貴　規 井　上　博　紀 須　貝　誠　志 土　屋　隆　一 鈴　木　理　克 鈴　木　理　克 猪　股　広　和

３位 高 井　健太郎 高 井　健太郎 星　野　　　 孝 星　野　　　 孝 須　貝　誠　志 佐　藤　雅　明 佐　藤　雅　明

４位 河　野　智　洋 土　屋　隆　一 高 井　健太郎 後　藤　　　 允 土　屋　隆　一 金　子　和　政 堀　　　 利　裕

５位 井　上　博　紀 栴　檀　芳　之 井　上　博　紀 山　川　忠　弘 後　藤　　　 充 堀　　　 利　裕 飯　田　知　明

６位 黒　須　健　二 中　村　和　広 土　屋　隆　一 中　山　裕　文 山　川　忠　弘 黒　須　健　二 関　野　浩　二

１位 前　田　耕　二 渡　辺　　　 守 大　谷　宗　貴 中　井　大　樹 佐　藤　貴　規 小　林　幸　治 加　藤　裕　康

２位 渡　辺　　　 守 中　井　大　樹 中　井　大　樹 小　林　幸　治 猪　又　広　和 猪　股　広　和 土　金　正　巳

３位 大　谷　宗　貴 大　谷　宗　貴 小　林　幸　治 堀　　　 一　裕 井　上　博　紀 井　上　博　紀 井　上　博　紀

４位 関　根　　　 理 土　金　正　巳 土　金　正　巳 北　沢　高　人 小　林　幸　治 阿　部　直　樹 阿　部　直　樹

５位 高　田　禎　哉 佐　野　　　 淳 佐　藤　貴　規 竹　田　正　明 竹　田　正　明 菊　地　　　 賢 伊　野　利　雄

６位 中　井　大　樹 斎　藤　義　則 佐　野　　　 淳 齋　藤　義　則 眞　田　　　 宝 齋　藤　義　則 大　川　弘　之

１位 今　井　浩　司 太　田　義　弘 永　見　信　光 小　宮　義　徳 山　本　　　 純 柳　沢　伸　一 大　谷　宗　貴

２位 大 原　陽一郎 前　田　耕　二 松　本　美　彦 前　田　耕　二 柳　沢　伸　一 山　本　国　光 小　林　英　樹

３位 小　宮　義　徳 小　宮　義　徳 小　宮　義　徳 柳　沢　伸　一 堀　　　 一　裕 中　村　貴　裕 中　村　貴　裕

４位 天　海　洋　二 高　井　康　弘 平　林　賢　造 平　林　賢　造 井　上　芳　雅 大　谷　宗　貴 小　林　幸　治

５位 大　竹　正　行 大 原　陽一郎 柳　沢　伸　一 山　本　　　 純 佐々木　禄 介 加　藤　裕　康 押　川　利　寛

６位 原　田　　　 浩 樋　爪　克　好 高　井　康　弘 百　瀬　良　一 土　屋　透　治 竹　田　正　明 山　本　国　光

１位 鎌　田　　　 優 西石垣　光 弘 高　梨　圭　祐 藤　澤　　　 豊 松　本　美　彦 山　田　幸　浩 林　　　 勇　宇

２位 寺　地　進　一 小　田　敏　郎 西　川　典　宏 西　川　典　宏 山　田　幸　浩 梅　津　真　人 斎　藤　丈　生

３位 須 山　翔太郎 西　川　典　宏 小　田　敏　郎 松　本　美　彦 三　谷　和　彦 椿　　　 幸　仁 梅　津　真　人

４位 三　谷　和　彦 上　野　俊　彦 見　田　達　也 佐々木　仁 史 和　泉　悠　太 山　本　　　 純 高　橋　浩　二

５位 長　田　洋　一 中　村　寿　行 小　林　勇　二 山　田　幸　浩 樋　爪　克　好 押　川　利　寛 椿　　　 幸　仁

６位 福　田　正　行 小　林　勇　二 小野寺　正 道 樋　爪　克　好 清　水　契　輔 藤　田　　　 玄 和　泉　悠　太

１位 下　田　雅　人 長　沼　弘　修 松　田　朋　也 長　田　洋　一 中　澤　智　之 鈴　木　俊　光 佐々木　　　卓

２位 堀　江　雅　貴 松　田　朋　也 長　田　洋　一 木 下　慎二郎 杉　山　伸　一 河　本　　　 学 藤　澤　　　 豊

３位 長　沼　弘　修 杉　山　伸　一 鈴　木　　　 雅 平　崎　雅　俊 西　川　正　洋 栗　原　尚　隆 松　尾　泰　宏

４位 小　暮　貴　男 小　山　友　宏 藤　井　康　次 生　稲　悦　宏 平　崎　雅　俊 平　崎　雅　俊 小　林　一　良

５位 高　橋　欣　弥 高　橋　欣　也 平　崎　雅　俊 鈴　木　　　 雅 伊　藤　秀　一 伊　藤　秀　一 平　崎　雅　俊

６位 小　山　知　宏 原　田　正　行 吉　田　英　明 磯　崎　智　広 雨　宮　　　 稔 小　林　一　良 吉　田　卓　郎

１位 関 谷　由加里 古　溝　 さとみ 西　村　亜　摘 丹　羽　清　恵 佐 藤　美由紀 谷　　　 佳　世 橋　野　一　美

２位 阿　部　純　子 浜　田　智　子 後 藤　眞由美 佐 藤　美由紀 久　野　礼　子 松　井　博　子 深　作　靖　子

３位 井　原　邦　江 鈴　木　正　子 中　村　あけみ 後 藤　眞由美 谷　　　 佳　世 松　井　博　子

４位 鈴　木　正　子 谷　　　 佳　世 中　村　あけみ 中曽根　麻 里 小宮山　　　薫

５位 ≪48kg級≫ ≪48kg級≫ ≪48kg級≫ 佐 藤　美香代 荻　野　昌　子

中曽根　麻 里

１位 安　田　敦　子 岡　　　 美　奈 石 渡　美弥子 髙 松　眞里子 清 水　恵理子 久　野　礼　子 谷　　　 佳　世

２位 佐々木　晃 子 石 渡　美弥子 古　谷　礼　子 中　村　美　津 古　谷　礼　子 高　橋　美　津 木　島　洋　子

３位 北　川　み　ほ 林　　　 直　子 北　川　み　ほ 清 水　恵理子 高　橋　美　津 古　谷　礼　子 若　林　佳　子

４位 林　　　 直　子 谷　　　 佳　世 田 後　由美子 木　島　洋　子 佐　藤　尚　子

５位 小　菅　律　子 田 後　由美子 山　崎　智　香 山　﨑　智　香 田 後　由美子

６位 荻　沼　清　美 平　林　滋　子 荻　沼　清　美 荻　野　昌　子

≪48kg超級≫ ≪48kg超級≫ ≪48kg超級≫

順位

男　子
75ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

女　子
46ｋｇ

男　子
70ｋｇ

女　子
46ｋｇ超

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ
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１９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年

7月21日(土) 7月26日(土) 7月15日(日)

１位 坂　内　一　賀 川　村　　　 茂 田　中　英　年 神　原　健　二 須　藤　高　峰 関　根　　　 理 中　井　大　樹

２位 渡　部　一　博 渡　部　一　博 関　根　　　 理 渡　部　一　博 関　根　　　 理 松　浦　弘　毅 田　澤　晴　美

３位 稲　生　恵　司 田　中　清　一 田　中　清　一 堀　　　 健　一 堀　　　 健　一 中　井　大　樹 Ａ ｱﾌﾞﾄﾞﾗﾌﾟｰﾙ

４位 田　中　英　年 菊　地　昭　博 加　藤　裕　康 須　藤　高　峰 後　藤　　　 充 真　田　　　 宝 河　野　智　洋

５位 菊　地　昭　博 内　田　　　 敏 神　原　健　二 関　根　　　 理 市　川　博　嗣 後　藤　　　 充 井　上　博　紀

６位 内　田　　　 敏 小　沢　良　一 千　束　正　彦 松　浦　弘　毅 赤　松　年　也 市　川　博　嗣 黒　須　健　二

１位 谷　口　勝　利 小　宮　義　徳 峰　尾　一　輝 佐　藤　俊　充 永　見　信　光 モサン　サベリ 田　中　英　年

２位 小　宮　義　徳 坂　内　一　賀 今　泉　　　 茂 永　見　信　光 今　泉　　　 茂 高　田　禎　哉 渡　辺　　　 守

３位 亀　井　　　 博 竜　崎　　　 隆 坂　本　秀　之 前　田　耕　二 岡　本　政　夫 渡　辺　　　 守 関　根　　　 理

４位 五 島　ｹﾙｳﾞｨﾝ 小井田　浩 人 永　見　信　光 斎　藤　伸　夫 モセン　サベリ 前　田　耕　二 大　谷　宗　貴

５位 糸　賀　隆　史 浅　井　忠　雄 竜　崎　　　 隆 渡　辺　　　 守 渡　辺　　　 守 青　柳　慶　光 土　金　正　巳

６位 鵜　殿　　　 誠 坂　本　秀　之 浜　永　良　成 今　井　浩　司 高　井　康　弘 久富木原 康治 久富木原 康治

１位 角　田　和　弘 藤　澤　　　 豊 内　田　幸　二 篠　田　　　 真 北　嶋　利　明 大 宮　新次郎 小　林　勇　二

２位 尾　身　孝　行 薩　川　通　春 糸　賀　隆　史 大 宮　新次郎 徳　武　敬　章 永　見　信　光 佐　藤　俊　充

３位 大 宮　新次郎 塩　谷　勝　英 大 宮　新次郎 糸　賀　隆　史 大 宮　新次郎 今　井　浩　司 今　井　浩　司

４位 菊　地　俊　木 五 島　ｹﾙｳﾞｨﾝ 野　下　猛　司 五 島　ｹﾙｳﾞｨﾝ 田　村　　　 忍 盛　岡　智　昭 大 原　陽一郎

５位 北　嶋　利　明 上　野　俊　彦 亀　井　　　 博 大　西　秀　博 寺　地　進　一 小　池　俊　光 今　泉　　　 茂

６位 原　田　　　 浩 内　田　幸　二 五 島　ｹﾙｳﾞｨﾝ 太　田　義　弘 若　槻　謙　二 小　柴　利　城 土　屋　透　治

１位 紙 田　由紀夫 高　橋　欣　弥 山　本　昌　弘 天　童　曹　耀 田　沢　春　男 千　葉　正　博 北　嶋　利　明

２位 原 田　誠一郎 久　保　正　憲 上　野　俊　彦 花　島　正　志 上　野　俊　彦 上　野　俊　彦 寺　地　進　一

３位 三ッ木　吉 和 小山内　　　亮 高　梨　圭　祐 上　野　俊　彦 笠　原　康　之 鎌　田　　　 優 長　田　洋　一

４位 林　　　 利　昭 小久保　哲 也 内　田　勝　久 千　葉　正　博 高　梨　圭　祐 長　田　洋　一 小野寺　正 道

５位 武　藤　昌　宏 大　水　秀　樹 天　童　曹　耀 西　川　典　宏 西　川　典　宏 高　橋　有　文 西　川　典　宏

６位 高　橋　欣　弥 山　田　重　康 篠　原　信　良 篠　原　信　良 笠　原　康　之 上　野　俊　彦

１位 上　野　克　彦 加　瀬　幸　男 相　川　浩　一 林　　　 利　昭 原 田　誠一郎 水　谷　聡　秀 長　橋　克　明

２位 林　　　 久　司 林　　　 久　司 林　　　 利　昭 水　谷　聡　秀 石　津　永　司 長　沼　弘　修 中　村　光　利

３位 桃　沢　鎮　男 林　　　 利　昭 岩　渕　　　 護 中 村　美千雄 中 村　美千雄 西　川　正　洋 井　上　直　胤

４位 首　藤　鑑　三 相　川　浩　一 中 村　美千雄 田　口　俊　介 中　澤　智　之 高　橋　欣　弥 小　暮　貴　男

５位 三　和　達　平 渋　谷　浩　樹 桃　澤　鎮　雄 兼　子　浩　一 鈴　木　俊　光 工　藤　武　彦 工　藤　武　彦

６位 太　田　　　 興 桃　澤　鎮　男 守 屋　健一郎 小　泉　昌　彦 水　谷　聡　秀 中 村　美千雄 高　橋　欣　弥

１位 関　根　由　美 福　田　かおり 田　中　久　美 大　澤　直　子 吉　良　明　子 大　橋　洋　子 佐　藤　美　苗

２位 中　島　美　香 田　中　久　美 大　澤　直　子 沢　内　美　果 佐　藤　美　苗 山　端　晶　子 関 谷　由加理

３位 田　中　久　美 小　川　朋　子 野　尻　友　美 土　屋　美　香 大　橋　洋　子 安　田　敦　子 斉 藤　由美子

４位 木　原　啓　子 土　屋　美　香 亀 井　智英子 小　川　朋　子 亀 井　智英子 佐々木　晃 子

５位 小　田　陽　子 行　　　はる美 沢　内　美　果 山　口　智　子 山　口　智　子 斉 藤　由美子

６位 関 谷　友加里 佐　川　玲　子 宮　澤　　　 緑 鈴　木　正　子 佐　藤　美　苗

１位 上　月　あゆみ 阿　部　ゆい子 人　見　麗　子 杉　井　ますみ 市　原　恵　江 足　立　晃　子 佐々木　景 子

２位 松 岡　真由美 立 花　真由美 橳 島　和佳恵 橳 島　和佳恵 足　立　晃　子 及　川　美　奈 中　島　美　香

３位 人　見　麗　子 人　見　麗　子 立 花　真由美 市　原　恵　江 中　島　美　香 荻　沼　清　美 佐々木　晃 子

４位 立 花　真由美 小　田　陽　子 田　中　優　子 立 花　真由美 橳 島　和佳惠 大須賀　叙 江

５位 田　村　美　和 秋　元　節　代 秋　元　節　代 村　山　節　子 大　川　明　子 安　田　敦　子

６位 町　田　美　鈴 野 村　美千代 秋　元　節　代 小　菅　律　子

女　子
48ｋｇ超

順位

男　子
60ｋｇ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
65ｋｇ

女　子
48ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

男　子
75ｋｇ

男　子
70ｋｇ
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ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年

１位 野　上　智　章 津　田　　　 宏 後　藤　　　 正 小久保　一 美 小　宮　克　己

２位 後　藤　　　 正 小　宮　克　巳 小　宮　克　巳 小　宮　克　己 菊　地　昭　博

３位 津　田　　　 宏 山 下　湖美好 小　宮　義　徳 坂　内　一　賀 谷　口　勝　利

４位 稲　生　恵　司 田　中　好　光 長　倉　秀　一 渡　部　一　博 渡　部　一　博

５位 板　内　一　賀 長　倉　秀　一 渡　部　一　博 菊　池　昭　博 田　口　　　 衛

６位 浜　中　金　吾 飯　村　直　也 菊　池　昭　博 石　渡　正　弘 山 下　湖美好

１位 登　坂　　　 勉 内　藤　　 　格 松　川　　　 進 城　戸　栄　治 岩　井　　　 誠 津　田　　 　宏 大 宮　新次郎

２位 西　尾　直　久 中　島　康　弘 川　村　益　令 薩　川　通　春 石　井　徳　久 坂　本　秀　之

３位 米　山　逸　朗 江　川　　　 毅 穂　坂　和　己 野　池　澄　男 薩　川　通　春 竜　崎　　　 隆

４位 波多野　　　徹 吉　田　一　弘 野　池　澄　男 原　田　　　 浩 大 宮　新次郎 加勢田喜代紀

５位 近　藤　賢　司 遠　藤　憲　幸 佐　藤　義　昭 斎　藤　康　二 谷　口　　　 拓 長　倉　秀　一

６位 武　石　大　嗣 川　村　益　令 伊　野　利　雄 片　山　雄　介 竜　崎　　　 隆 兵　藤　億　清

１位 後　藤　裕　己 登　坂　　　 勉 近　藤　賢　司 谷　野　義　弘 山　本　昌　弘 青　柳　　　 武 泉　　　 健　治

２位 横　森　真　道 谷　野　義　弘 米　山　逸　郎 内　藤　　　 格 野　池　澄　男 王　　　 世　銘

３位 石　坂　信　行 横　森　真　道 内　藤　　　 格 加　瀬　幸　男 泉　　　 健　次 篠　田　　　 真

４位 松　川　　　 進 内　藤　　　 格 角　田　和　弘 泉　　　 建　次 岩　崎　　　 清 渡　辺　泰　孝

５位 城　戸　栄　治 城　戸　栄　治 川　村　善　倉 北　島　達　也 北　嶋　利　明 吉　川　伸　治

６位 竹　原　直　樹 斎　藤　康　二 泉　　　 建　次 川　村　善　倉 内　藤　　　 格 古　畑　庄　三

１位 野　村　信　嘉 梶　原　敬　一 足　立　久　和 野　村　信　嘉 横　森　真　道 佐々木　孝　二 井　出　武　志

２位 足　立　久　和 渋　谷　浩　樹 須　江　正　尋 首　藤　鑑　三 武　藤　昌　宏 原 田　誠一郎

３位 渋　谷　浩　樹 野　村　信　嘉 佐々木　孝 二 佐々木　孝 二 高　橋　欣　弥 武　藤　昌　宏

４位 首　藤　鑑　三 石　坂　信　行 川　本　　　 勝 石　津　永　司 岡　　　 義　明 高　梨　圭　祐

５位 深　野　靖　起 小　島　　　 晃 三　和　達　平 浜　島　達　也 大　嶋　靖　久 石　津　永　司

６位 森　垣　隆　介 山　室　益　祥 関　口　　　 勉 塩　谷　勝　英 武　田　知　通 林　　　 利　昭

１位 市　川　貴　之 関　口　　　 勉 梶　原　敬　一 村 田　信一郎 並　木　敏　之 並　木　敏　之 石　崎　秀　二

２位 渡　辺　　　 茂 石　崎　秀　二 石　崎　秀　二 新　井　功　一 新　井　功　一 上　野　克　彦

３位 石　崎　秀　二 上　野　克　彦 植　村　　　 明 上　野　克　彦 白　井　新　一 加　瀬　幸　男

４位 河　嶋　　　 真 新　井　功　一 新　井　功　一 小　泉　昌　彦 上　野　克　彦 渋　谷　浩　樹

５位 新　井　功　一 近　藤　平　人 三　浦　巌　一 永　井　康　仁 植　村　　　 明 新　井　功　一

鈴　木　俊　光 上　野　克　彦 三　和　達　平 渡 辺　伸一郎

１位 市　川　　　　櫻 太 田　みつ子 福　田　たまみ 山 本　美奈子 橿　棒　幸　子 石　川　祐　子 浅 見　由理香

２位 山 本　奈美子 山 本　奈美子 西　尾　慶　子 浅 見　由理香 浅 見　由理香 中　島　美　香

３位 ブレンダ フェア 佐　川　玲　子 田　畑　京　子 大　村　育　子 中　島　美　香 関 谷　友加里

４位 福　田　たまみ 橿　棒　幸　子 佐　川　玲　子 中　島　美　香 新　垣　敏　枝 小　川　朋　子

５位 ≪50ｋｇ≫ 橿　棒　幸　子 黒　羽　みゆき 中　島　美　香 石　川　祐　子 関 谷　由加里 大　和　えり子

６位 北　澤　修　子 秋　山　和　子 永 井　寿美恵 鹿　角　律　子 板　見　広　美 小　黒　一　末

１位 吉　田　由　香 谷　野　美　鈴 浜　永　祐　子 内 田　美紀子 鹿 間　由利子 水　野　浩　美

２位 内 田　美紀子 横　山　ひとみ 内 田　美紀子 中　村　静　恵 松 岡　真由美 阿 部　ゆい子

３位 ワンダエグラー 久保田　美 和 久保田　美 和 小　坂　京　子 行　　　はる美 人　見　麗　子

４位 外　門　昌　子 森　下　優　子 峰　岸　典　子 草　間　美　之

５位 ≪50ｋｇ超≫ 鈴　木　京　子 仲　　　 佳　美 小　阪　京　子 秋　山　圭　子

６位 川 島　美代子 外　門　昌　子 川 島　美代子 行　　　はる美

女　子
48ｋｇ超

女　子
48ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

男　子
75ｋｇ

男　子
70ｋｇ

男　子
65ｋｇ

男　子
60ｋｇ
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２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

5月4日(日) 5月10日(日) 5月3日(火)

１位 浅　野　公　伯 山　木　和　弘 河　田　岳　宏

２位 岩　成　輝　実 牧　野　仁　史 三　嶋　教　夫

３位 山　木　和　弘 片　岡　敬　三 牧　野　仁　史

４位 牧　野　仁　史 岩　成　輝　実 寺　澤　　　 悟

５位 白　石　孝　二 宇　井　康　平 岩　永　     大

６位 岩　井　信　行 三　嶋　教　夫 坂　本　弘　幸

１位 高　橋　秀　典 橋　口　     薫 田　辺　     晃

２位 富　田　貴　士 渕　上　健　司 松　木　太　輔

３位 戸　塚　順　久 三　澤　利　康 大　石　将　寛

４位 石　井　利　幸 槌　谷　尚　之 宇　井　康　平

５位 亀　田　     浩 新井田　　　寛 加　藤　     毅

６位 穴　沢　基　樹 白　坂　文　人 内　山　     章

１位 岡　田　     隆 荒　木　鷹　紀 金　子　弘　樹

２位 渡　部　工　兵 関　     博　士 田　平　侑　磨

３位 木　村　駿　介 竹　尾　圭　司 廣　田　稔　治

４位 倉　橋　佑　典 松　藤　     卓 渋　川　     翔

５位 小　島　智　也 戸　塚　順　久 清　水　友　介

６位 佐　藤　    豪 渋　川　     翔 多　田　悠　馬

１位 小　野　善　行 王　     旭　東 佐　藤　正　吾

２位 雨 谷　浩一郎 中　山　翔　二 中　山　翔　二

３位 小野田　　　巧 佐　藤　     豪 石　井　克　昌

４位 岩　本　祐　三 宮　内　祐　樹 小　川　孝　平

５位 ＲＡＮＡ　ＢＩＪＡＹ 春　日　俊　彰 和　田　     駿

６位 大木島　　　将 木　村　憲　之 佐　藤　     豪

１位 野　村　昇　平 柳　     昌　永 村　井　信　龍

２位 斎　藤　裕　樹 ラ　ナ　ビザヤ 小　俣　大　祐

３位 柳　岡　竜　也 外　村　     修 藤　田　明　宏

４位 平　野　草　也 千　葉　理　希 伊　藤　     玄

５位 平　野　草　也 竹　下　徹　雄

６位 市　川　悠　道 村　上　広　司

１位 澤　田　めぐみ 宮　田　みゆき 宮　下　和　子

２位 橋　木　亜　季 阿　部　ゆ　り 玉　木　幸　子

３位 海　藤　悦　子 玉　木　幸　子 大　津　     綾

４位 玉　木　幸　子 松 本　奈津恵 竹　内　令　子

５位 松　澤　     標

６位 川 又　祐海奈

１位 髙 橋　真由美 竹　内　令　子 椛　澤　幸　子

２位 片　野　恵　子 弥　陀　ミチル 石　井　ゆき子

３位 菅　原　ジョイ 髙　橋　典　子 古　田　実　生

４位 海　野　尚　美 松　澤　     標 網　野　智世子

５位 阿　部　ゆ　り 山　田　久　美 山　口　祐　子

６位 石　上　匡　子 山　口　祐　子 高　橋　由　香

１位 松　本　泰　典 筒　井　和　広 齋　藤　貴　志

２位 齋　藤　貴　志 工　藤　雅　樹 早　山　文　悟

３位 小　松　     肇 小　松　     肇 田　中　和　也

４位 工　藤　雅　樹 鴨　下　     雅 越 田　専太郎

５位 内　田　育　雄 斉　藤　知　也 田　原　清　光

６位 石　村　恒　司 姜　     憲　周

１位 金　澤　和　弥 平　岩　道　弘 白　石　     誠

２位 家　城　俊　幸 金　子　     肇 内　田　育　雄

３位 鈴　木　俊　廣 小　原　守　行 関　口　富　義

４位 長　島　     滋 千　野　彰　久 金　子　     肇

５位 金　子　     肇 髙　橋　     努 中　園　良　治

６位 小　林　伸　一 家　城　俊　幸

１位 柴　田　成　人 鈴　木　俊　廣 宮　澤　秀　幸

２位 森　川　     清 小　川　順　康 小　川　順　康

３位 大　城　新　順 田　中　正　明 大　城　新　順

４位 海老原　    治 大　城　新　順 峰　村　秀　行

東京オープン選手権大会 入賞者一覧表

男　子
70ｋｇ

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ

順位ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
75ｋｇ

男　子
75ｋｇ超

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

女　子
ﾋﾞｷﾞﾅｰ

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才
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東京オープン選手権大会 入賞者一覧表

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

5月4日(金) 5月11日(日) 5月5日(火) 6月6日(日) 5月8日(日) 5月13日(日) 5月3日(金)

１位 関　野　浩　二 市　川　敏　明 井　上　　　 淳 中　村　　　 陵 滝　沢　敏　彦 増　田　博　之 溝呂木　雅 之

２位 福　田　健　人 太 田　祐宇樹 太 田　祐宇樹 木　下　昭　文 原　　　 貴　明 藤　川　明　利 田　中　裕　規

３位 高　嶋　　　 学 戸　塚　順　久 原　　　 貴　明 赤　坂　浩　一 藤　川　明　利 白　石　孝　二 矢　野　      功

４位 戸　塚　順　久 赤　坂　浩　一 野　口　将　弘 金　子　貴　宏 橋　本　祐　樹 井　戸　昭　成 藤　原　篤　憲

５位 南　雲　秋　夫 藤　原　篤　憲 南　雲　秋　夫 藤　川　明　利 髙　嶋　　　 学 牧　野　仁　史 白　石　孝　二

６位 宇田川　道 之 南　雲　秋　夫 木　下　昭　文 渋　谷　優　輝 清　田　　　 晃 橋　本　祐　樹 清　田　      晃

１位 津　留　信　弘 中　板　秀　晴 不二山　史 典 髙　橋　一　憲 島　田　利　之 石　井　輝　男 北　島　      崇

２位 入　江　弘　泰 小　川　洋　平 清　島　功　介 山野井　雄 哉 久保田　栄 治 鵜　飼　     守 塩　坂　雄　人

３位 小　川　恒　司 井　上　　　 徹 戸　塚　順　久 野　島　　　 賢 松　本　健　司 根　本　真　也 戸　塚　順　久

４位 井　上　象　司 足　立　　　 篤 福　岡　　　 淳 野　口　将　弘 根　本　真　也 宮　田　智　矢 木　村　駿　介

５位 堀　　　 利　裕 福　岡　　　 淳 田　中　康　雄 松　本　健　司 戸　塚　順　久 野　島　     賢 竹　迫　真　嗣

６位 肥　塚　隆　裕 木　下　雄　二 木　下　雄　二 工　藤　雅　樹 工　藤　雅　樹 戸　塚　順　久 坂　井　善　智

１位 中　村　貴　裕 湯　浅　幸　大 宇　野　賢　明 嶋 田　泰次郎 宇　野　明　訓 加　賀　義　和 藤　代　      亮

２位 小　菅　健　一 木　岡　伸　浩 栁　田　健　輔 木　岡　伸　浩 田子内　　　敦 内　藤　健　二 野　中　直　紀

３位 大　野　秀　和 柴　田　　　 明 薊　　　 優　希 飛　岡　健　太 白　石　　　 健 外　林　紀　行 中　林　正　幸

４位 木　岡　伸　浩 濱 元　眞一郎 澤　田　純　一 門　脇　　　 亮 水　越　昌　哉 藤　代　     亮 白　葉　義　隆

５位 高　橋　克　行 礒　口　龍　也 江　川　裕　二 小 川　裕一郎 飛　岡　健　太 小　島　智　也 佐　藤　      豪

６位 加　藤　正　基 水　越　昌　哉 松　木　勇　安 根　津　嘉　仁 小　嶋　浩　史 井　上　洋　祐 土 井　健太郎

１位 奥　山　裕　也 滝　澤　　　 勤 岩　崎　貞　人 岡　部　謙　介 Pena Joseph Johann 米　本　卓　司 小　湊　理　喜

２位 堀　井　由　人 飯　田　浩　一 仲　村　友　道 村　上　貴　弘 米　本　卓　司 夏　田　賢　司 内　田　      貴

３位 秋　葉　朋　宏 秋　葉　朋　宏 米　本　卓　司 米　本　卓　司 梶　山　翔　太 西　條　泰　記 外　林　紀　行

４位 奥　山　賢　一 高　橋　克　行 秋　葉　朋　宏 澤　田　純　一 中　島　　　 健 松　岡　秀　行 松　本　泰　典

５位 山　嵜　成　知 中　島　信　也 伊　東　　　 亮 手　塚　　　 修 福　田　　　 岳 和　光　一　成

６位 小　島　　　 均 堀　井　由　人 佐　藤　政　人 黒　崎　裕　幸 西　條　泰　記

１位 小　林　一　良 松　尾　泰　宏 堀　内　　　 誠 冨　永　智　史 木　村　潤　平 白　井　大　樹 ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ

２位 栗　原　尚　隆 渡　部　　　 信 山　嵜　成　知 渡　部　　　 信 田　中　裕　介 野　村　政　盛 吉　田　      遵

３位 笠　島　英　範 堀　内　　　 誠 岩　上　哲　也 佐　藤　　　 徹 山　澤　圭　介 深　井　     浩 斎　藤　裕　樹

４位 酒 井　友紀雄 岩　上　哲　也 宇　山　　　 啓 佐　藤　政　人 長　井　弘　和 雨　谷　浩一郎

５位 野　村　昇　平

６位 菅　野　元　気

１位 新　村　桂　子 橋　野　一　美 島 田　三佐子 山 崎　美喜子 田　中　久　美 濱 田　美智代 松　井　陽　子

２位 佐　護　純　子 松 井　まゆみ 東　　　奈々子 坂　井　　　 薫 岩　永　昌　子 玉　木　幸　子 玉　木　幸　子

３位 加　藤　宏　美 深　作　靖　子 鈴 木　たか子 衛 藤　佳代子 山　本　絢　子

４位 古　川　佑　紀 鈴　木　文　子 白　井　葉　子

５位 東馬場　　　瞳

１位 荻　野　昌　子 深　作　靖　子 村 上　裕紀子

２位 小　川　澄　江 小　原　千　明

１位 鎗　田　美　樹 稲　富　由　美 阿　部　直　子

２位 大　原　貴　美 福 本　友美子 山　口　      恵

３位 三　谷　美　穂 渡　部　梨　恵 斎　藤　リイ子

４位 今 井　ゆか里 加　藤　弘　子 長　島　      薫

５位 工　藤　秀　佳 長谷川 久美子

６位 志　田　容　子 松 本　香生里

１位 笠　島　英　範 齋　藤　　　 敦 堀　井　由　人 斉　藤　正　敏 久保田　雄 司 小笠原　　　勝 笹　崎　和　直

２位 堀　井　由　人 堀　井　由　人 中　村　定　雄 田　村　康　之 鈴　木　康　克 國　田　哲　也 石　村　恒　司

３位 鈴　木　康　夫 福　岡　　　 淳 田　村　康　之 中　村　定　雄 田　中　宏　明 齋　藤　貴　志 篠　原　英　夫

４位 堀　　　 利　裕 中　村　定　雄 斉　藤　正　敏 岩　崎　浩　之 小笠原　　　勝 笹　崎　和　直 岩　崎　浩　之

５位 福　岡　　　 淳 高　田　大　介 奥　山　賢　一 大　野　秀　和 笹　崎　和　直 石　村　恒　司 小　嶋　浩　史

６位 小　島　　　 均 木　下　雄　二 岩　崎　浩　之 齋　藤　貴　志 白　井　一　一 東　     史　泰

１位 須　藤　敦　司 井　上　　　 明 水　野　久　男 笹　森　俊　幸 肥　塚　隆　裕 田　中　宏　明 宮　田　勝　実

２位 上　野　清　一 伊　藤　真　一 笹　森　俊　幸 南　澤　里　敬 千　野　彰　久 鈴　木　俊　廣 千　野　彰　久

３位 坂　戸　秀　吉 水　野　久　男 坂　戸　秀　吉 坂　戸　秀　吉 髙　橋　則　昭 千　野　彰　久 長　島　      滋

４位 ケリーブルース ケリーブルース 齋　藤　廣　海 佐々木　由 金 加　藤　　　 毅 長　島　     滋 小　原　守　行

５位 角　田　　　 順 坂　戸　秀　吉 海老原　　　治 加　藤　　　 毅 佐々木　由　金

６位 齋　藤　廣　海 小　林　伸　一

１位 永　野　　　 宏 永　田　節　夫 石　川　佳　司 太　田　敏　彦 小　杉　雅　敬 古　賀　秀　治 藤　島　宏　章

２位 平　野　勝　彦 大　城　新　順 大　城　新　順 髙　尾　正　行 大　串　吉　範 大　城　新　順

３位 青　山　昭　二 海老原　　　修 柴　田　成　人 髙　尾　正　行 海老原　    治

４位 安　川　武　久 大　城　新　順 峰　村　秀　行 片　岡　冬　里

５位 峰　村　秀　行 片　岡　冬　里 森　川　      清

６位 海老原　　　治 峰　村　秀　行

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
75ｋｇ

順位

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ

男　子
70ｋｇ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
75ｋｇ超

女　子

女　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

女　子
ﾋﾞｷﾞﾅｰ
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東京オープン選手権大会 入賞者一覧表

２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年

5月7日(日) 6月3日(日) 5月26日(日) 6月1日(日) 6月6日(日) 6月5日(日) 5月7日(日)

１位 栴　檀　芳　之 田　澤　晴　美 佐　藤　貴　規 中　村　和　広 柏　倉　充　佳 菊　地　淳　二 佐　藤　雅　明

２位 河　野　智　洋 小 川　裕一郎 中　村　昭　雄 真　田　陽　一 須　貝　誠　志 山　川　忠　弘 真　鍋　宏　光

３位 安　　　 錫　景 土　屋　隆　一 土　屋　隆　一 田　中　康　雄 桝　本　天　兵 佐　藤　雅　明 福　田　健　人

４位 大　蔵　光　夫 伊　藤　　　 崇 徳　富　正　彦 渋　谷　茂　樹 真　鍋　宏　光 安　田　雄　二 鈴　木　理　克

５位 高　沼　直　幸 清　田　　　 晃 髙　沼　直　幸 柏　倉　充　佳 渡　辺　忠　慶 吹　澤　　　 操 渡　辺　忠　慶

６位 中　村　昭　雄 青　木　司　郎 土　屋　隆　一 松　井　孝　之 清　水　　　 健 関　野　浩　二

１位 青　柳　慶　光 Ａ ｱﾌﾞﾄﾞﾗﾌﾟｰﾙ 小　林　英　樹 烏　谷　昌　孝 北　沢　高　人 堀　　　 一　裕 岡　崎　信　一

２位 高　田　禎　哉 木　岡　伸　浩 竹　田　正　明 向　井　裕　紀 丸　山　智　史 長　島　毅　彦 川　口　秀　和

３位 大　木　恵　介 日　高　俊　浩 丸　山　智　史 丸　山　智　史 小　林　達　明 中　山　裕　史 阿　部　直　樹

４位 佐　野　　　 淳 福　田　伸　也 馬　場　孝　司 重　満　幸　治 加　藤　貞　行 入　江　弘　泰 ｼｱﾙ ﾊﾐﾄ ｹｻﾞｰ

５位 関　谷　　　 稔 馬　場　孝　司 竹　田　正　明 高　田　大　介 高　田　大　介 飯　田　知　明

６位 木　岡　伸　浩 田　代　茂　樹 小　林　達　明 向　井　裕　紀 福　永　　　 崇 藤　谷　伸　幸

１位 西　原　啓　二 大 原　陽一郎 清　水　正　志 井　上　芳　雄 平　林　賢　造 石　原　貴　史 原　武　章　博

２位 野　田　　　 博 笛　木　茂　雄 田　代　茂　樹 工　藤　貴　志 中　嶋　貴　之 木　岡　伸　浩 藍　川　恵　太

３位 松　井　　　 薫 藤　原　達　也 大　竹　正　行 樋　爪　克　好 森　田　則　隆 百　瀬　良　一 武　地　宏　樹

４位 大 原　陽一郎 大　山　英　樹 奥　野　憲　司 中　嶋　貴　之 奥　山　裕　也 多　田　　　 哲 中　村　貴　裕

５位 富　沢　勇　治 高　久　秀　一 樋　爪　克　好 村　越　竜　次 澤　田　寿　夫 中　村　貴　裕 石　井　　　 努

６位 角　田　　　 誠 谷　　　 基　明 百　瀬　良　一 藤　原　達　也 菊　田　　　 賢 手　島　　　 敬 福　永　　　 崇

１位 望　月　則　男 荒　井　洋　重 河　本　　　 学 藤　田　　　 玄 渡　辺　恭　啓 桂　　　良太郎 椿　　　 幸　仁

２位 根　岸　正　幸 鯨　井　　　 隆 佐々木　仁 史 山　下　啓　吾 堀　井　由　人 山　下　啓　吾 堀　井　由　人

３位 山　下　啓　吾 河　本　　　 学 林　　　　　　豊 林　　　　　　豊 山　下　啓　吾 村　田　貴　之 松　尾　泰　宏

４位 川　越　信　隆 福 田　雄一郎 松　本　美　彦 中　村　宗　人 肥和田　　　穣 六　車　　　 修

５位 水　澤　光　則 米　本　卓　司 秋　葉　朋　宏 三　浦　広　和

６位 肥和田　　　穣 武　地　宏　樹 山　田　洋　平

１位 堀　江　雅　貴 中　村　光　利 雨　宮　　　 稔 石　田　清　人 藤　井　康　次 ト　マ　モルロ 吉　田　卓　郎

２位 小　山　知　宏 雨　宮　　　 稔 木 下　慎二郎 松　木　浩　史 鈴　木　　　 雅 伊　藤　秀　一 秋　葉　朋　宏

３位 磯　崎　智　広 石　田　清　人 高　津　博　行 篠　原　英　夫 見　田　達　也 橋　本　理　智 和　泉　悠　太

４位 高　津　博　行 加　藤　　　 圭 松　木　浩　史 篠　原　英　夫

５位 志　野　豊　宏 橋　本　俊　二 堀　内　　　 誠

６位 高　津　博　行

１位 佐々木　晃 子 大須賀　叙 江 高 原　佐知子 石 渡　美弥子 古　谷　礼　子 丹　羽　清　恵 久　野　礼　子

２位 安　田　敦　子 安　部　純　子 赤 崎　由美子 神　野　美　帆 中　村　あけみ 佐 藤　美由紀 村 松　由味子

３位 及　川　美　奈 古　溝　 さとみ ﾛｷｼｰ ｱﾀﾞﾑｿﾝ 山　本　恵　子 清　水　優　子 佐 藤　美香代 佐　藤　尚　子

４位 高 橋　真理子 井　原　邦　江 清　水　優　子 西　村　亜　摘 清 水　恵理子

５位 宮　平　ひとみ 松　井　博　子 中曽根　麻 里

６位 佐 藤　美香代 松　井　博　子

１位 加　藤　山　冶 加　藤　山　冶 宮　井　昭　彦 工　藤　貴　志 稲　益　　　 稔 山　川　忠　弘 六　車　　　 修

２位 星　野　　　 孝 北　山　克　己 稲　益　　　 稔 千　野　彰　久 藤　本　和　吉 武　地　宏　樹

３位 ケリーブルース 原　　　 一　弥 千　野　彰　久 藤　本　和　吉 福　岡　　　 敦 齋　藤　　　 敦

４位 早　川　佳　男 藤　本　和　吉 上　野　清　一 鈴　木　健　次 千　野　彰　久 鈴　木　康　夫

５位 田　沢　銀　造 伊　藤　健　司 南　澤　里　敬 秋　山　雅　正 上　野　清　一 手　島　　　 敬

６位 中　村　　　 稔 ケリーブルース 片　岡　慎　一 金　本　　　 淳 吉　田　賀　一

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年

１位 小　高　健　一 小　高　健　一 戸野倉　栄 二 永　井　正　富 立　川　和　巳 渡　辺　時　次 山　川　利　博

２位 大　野　澄　夫 小　林　勝　己 山　川　利　博 山　川　利　博 ケリーブルース 坂　戸　秀　吉

３位 河　井　俊　夫 黒　田　　　 徹 大　野　澄　夫 大　野　澄　夫 海老原　　　治 柴　田　成　人

４位 岩　瀬　一　雄 大　野　澄　夫 海老原　　　治 岡　野　和　洋 ケリーブルース

５位 田　中　　　 穣 吉 野　十三五

６位 青　山　昭　二

１位 吉 野　十三五 小　泉　忠　男 石 坂　冨司男 荒　木　健　治

２位 田　中　　　 穣 大　野　澄　夫 青　山　昭　二

３位 青　山　昭　二

１位 古　溝　 さとみ 大　澤　よう子 岡　内　和　子 後 藤　眞由美 髙 松　眞里子 佐　藤　尚　子

２位 木　村　順　子 谷　　　 佳　世 佐 藤　美香代 荻　野　昌　子

３位 木　村　順　子 佐　藤　尚　子

順位

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ

男　子
70ｋｇ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

35才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
75ｋｇ超

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
75ｋｇ
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東京オープン選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９９３年 １９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年

１位 北　村　　　 健 田　中　清　一 松　澤　　　 賢 平　井　　　 彰 松　浦　弘　毅 井　上　政　一 ﾊﾘｿﾝ　ｳｲﾘｱﾑ

２位 白　川　恒　男 佐々木　　　均 木　村　栄　一 木　村　栄　一 大 野　茂一朗 佐　藤　祐　宏

３位 多　田　知　木 松　澤　　　 賢 東　海　朋　宏 戸　崎　正　俊 徳　富　正　彦

４位 松　井　哲　也 森　田　幸　男

５位 木　村　栄　一 星　野　　　 孝

６位 井　上　政　一 関　根　　　 理

１位 渡　辺　英　樹 天　海　洋　二 上　田　龍　磨 徳　武　敬　章 前　田　耕　二 河　原　秀　久 石　河　英　貴

２位 新　妻　盛　彦 鵜　殿　　　 誠 岡　本　政　夫 山　崎　　　 悟 柳　井　利　晴

３位 山　崎　次　郎 小井田　浩 人 水　野　久　男 市　川　広　之 真　田　　　 宝

４位 天　海　洋　二 浜　永　良　成

５位 川　崎　　　 徹 天　野　隆　仁

６位 野　村　幹　雄 浅　井　忠　雄

１位 王　　　 世　銘 紙 田　由紀夫 藤　澤　　　 豊 天　童　曹　耀 太　田　義　弘 小　林　勇　二 太　田　巧　一

２位 村　上　太　郎 内　田　勝　久 小　林　勇　二 久　保　直　紀 寺　地　進　一

３位 渡　辺　康　孝 原　田　　　 亮 西 島　健太郎 寺　地　進　一 佐　藤　忠　雄

４位 中　澤　智　之 中　村　勝　美

５位 田　中　功　朗

６位 水　野　雅　至

１位 小山内　　　亮 橋　本　光　規 村　上　洋　之 西　川　典　宏 山　岸　秀　匡 鎌　田　　　 優

２位 真　野　秀　仁 岡　田　耕　治 長　沼　弘　修 堀　江　雅　貴

３位 辻　本　雅　美 吉　田　英　明 雨　宮　　　 稔 長　田　洋　一

４位 星　野　義　明 ≪75ｋｇ級≫

１位 長　沼　弘　修

２位 西　川　正　洋

３位 雨　宮　　　 稔

１位 水　野　浩　美 田　中　久　美 亀　井　智英子 三　井　和佳恵 山　口　智　子 メデル シャノン 斎 藤　由美子

２位 石 原　由紀子 関　谷　恭　子 浜　田　絵　里 大　橋　洋　子 菅　　 ジュリー

３位 近　藤　淑　恵 立 花　真由美 田　中　優　子 市　原　恵　江 栗 原　美香子

４位 木　原　啓　子 中　原　愛　子

５位 笹　沼　和　恵 鈴　木　正　子

６位 佐　藤　美　苗

１位 内　田　　　 昇 牧　野　辰　男 西　山　　　忠 小　池　　　稔 高　橋　有　文 柳　澤　英　一 堀　　　　　　進

２位 山　本　邦　明 塚　本　　　 博 柳　澤　英　一 星　野　　　 孝

３位 徳　原　良　平 吉　田　邦　夫 堀　　　　　　進 田　中　　　 博

４位 酒　井　宣　人

５位 中　村　久　敏

１位 金　子　鐵　雄 山　崎　勝　三 長　田　雅　彦 平　田　慶　介

２位 大　野　澄　夫

３位 青　山　昭　二

１位 松　下　いずみ 村　山　節　子 樋　口　明　子

２位 米 田　美樹子 菅　　 ジュリー

３位 葛　西　久　恵

女　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

35才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
70ｋｇ

男　子
70ｋｇ超

男　子
75ｋｇ超

女　子

男　子
60ｋｇ

男　子
65ｋｇ
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２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

8月29日(日) 8月28日(日) 8月26日(日) 8月18日(日) 8月17日(日) 8月23日(日) 8月14日(日)

１位 梅　津　真　人 小　宮　義　徳 前　田　耕　二 加　瀬　幸　男 土　金　正　巳 鈴　木　康　克 梁　     永　洙

２位 菊　地　      賢 土　金　正　巳 加　瀬　幸　男 田　口　俊　介 ｻﾍﾞﾙ ｱﾊﾞﾃﾞｨ ﾓｰｾﾝ モーセン サベリ 内　田　     貴

３位 山　川　健　司 野　口　友　彦 福　田　      茂 鈴　木　康　克 野　村　政　盛 齋　藤　　　 敦 手　塚　     修

４位 椿　     幸　仁 笠　島　英　範 久保田　雄 司 モーセン サベリ 木　下　昭　文 松　本　泰　典 サベリ モーセン

５位 小　林　幸　治 堀　井　由　人 土　金　正　巳 土　金　正　巳 石　井　      努 内　藤　健　二 石　井　     努

６位 須　貝　誠　志 小　林　幸　治 鈴　木　康　克 中　村　貴　裕 松　本　泰　典 石　井　　　努 萩　原　     悟

１位 中　井　太　一 山　川　忠　弘 林　     勇　宇 柳　沢　伸　一 鈴　木　俊　光 野　澤　　　勉 大　島　幸　生

２位 伊　野　利　雄 吉　田　賀　一 柳　沢　伸　一 野　澤　    勉 野　澤　    勉 加　藤　裕　康 野　村　政　盛

３位 原　田　     浩 福　岡　　　  淳 山　川　忠　弘 笠　島　英　範 増　田　博　之 野　村　政　盛 加　藤　裕　康

４位 奥　山　賢　一 伊　野　利　雄 増　田　博　之 増　田　博　之 菊　地　      賢 北　嶋　利　明 杉　山　理　理

５位 梶　原　敬　一 肥　塚　隆　裕 吉　田　賀　一 山　川　忠　弘 工　藤　貴　志 中　井　大　樹 斎　藤　     敦

６位 小　野　秀　昭 梶　原　敬　一 奥　山　賢　一 奥　山　賢　一 宮　田　勝　実 吉　田　賀　一 渕　上　健　司

１位 木　村　博　男 石　津　永　司 日　熊　秀　盛 木　村　博　男 木　村　博　男 関　口　　　勉 日　熊　秀　盛

２位 登　坂　     勉 日　熊　秀　盛 木　村　博　男 篠　原　信　良 篠　原　信　良 日　熊　秀　盛 木　村　博　男

３位 日　熊　秀　盛 篠　原　信　良 篠　原　信　良 小　杉　雅　敬 藤　島　宏　章 木　村　博　男 鈴　木　俊　廣

４位 吉　田　邦　夫 吉　田　邦　夫 吉　田　邦　夫 古　賀　秀　治 小　杉　雅　敬 篠　原　信　良 篠　原　信　良

５位 小　林　二　郎 平　野　勝　彦 牧　野　隆　司 牧　野　隆　司 牧　野　隆　司 牧　野　隆　司 原　田　     浩

６位 永　野　      宏 永　野　　　宏 平　野　勝　彦 太　田　敏　彦 吉　田　邦　夫 小　杉　雅　敬 小　杉　雅　敬

１位 竹　内　大　生 山　口　　　 司 吉　永　雄　哉 市　川　悠　道 柿　沼　奨　真

２位 野 澤　尚一郎 市　川　悠　道 吉　田　      豪 原　口　将　成 海老沢　圭　吾

３位 長　岡　達　哉 小　嶋　祐　司 柿　沼　奨　真 岡　本　匠　平 清　水　友　介

４位 及　川　和　真 井　口　俊　晃 池　田　涼　真 本　田　一　馬 大　上　裕　生

５位 伊　藤　雄　哲

１位 関　口　源　輝 山　根　智　史 柿　沼　奨　真

２位 土　屋　昌　士 市　川　悠　道 梶　田　遼太郎

３位 ≪ﾋﾞｷﾞﾅｰ≫ 宮　田　智　矢 清　水　友　介

４位 倉　橋　祐　典 佐　藤　拓　児

５位 吉　田　幸　隆 吉　田　幸　隆

６位 関　口　源　輝

２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年

9月28日(日) 9月20日(月) 9月11日(日) 7月30日(日) 8月26日(日) 8月31日(日) 8月30日(日)

１位 高　橋　有　文 宮　井　昭　彦 天　童　曹　耀 林　　　 勇　宇 野　澤　　　 勉 加　藤　裕　康 柳　沢　伸　一

２位 星　野　　　  孝 星　野　　　  孝 野　澤　　　 勉 柳　沢　伸　一 加　藤　裕　康 柳　沢　伸　一 眞　田　　　 宝

３位 真　島　洋　一 南　澤　里　敬 吉　田　　　 聡 小　山　祥　仁 柳　沢　伸　一 小　林　幸　治 山　川　健　司

４位 金　内　伸　元 小　野　秀　昭 柳　沢　伸　一 小　林　幸　治 武　地　宏　樹 眞　田　　　  宝 百　瀬　良　一

５位 小　野　秀　昭 眞　田　　　 宝 伊　藤　秀　一 酒 井　友紀雄 手　島　　　 敬 山　川　忠　弘

６位 山　川　忠　弘 武　地　宏　樹 小　島　　　 均 山　川　忠　弘 山　嵜　成　知

１位 土　屋　透　治 浅　野　力　裕 石　津　永　司 篠　原　信　良 塩　谷　勝　英 後　藤　　　 譲 中 村　美千雄

２位 石　津　永　司 石　津　永　司 土　屋　透　治 星　野　　　 孝 後　藤　　　 譲 伊　野　利　雄 原　田　　　 浩

３位 篠　原　信　良 篠　原　信　良 篠　原　信　良 山　川　利　博 原　田　　　 浩 原　田　　　 浩 大　西　秀　博

４位 日　熊　秀　盛 小　林　勝　巳 中　井　太　一 渡　辺　時　次 星　野　　　 孝 大　西　秀　博 水　野　久　男

５位 吉　田　邦　夫 吉　田　邦　夫 星　野　　　 孝 小　野　秀　昭 伊　野　利　雄 星　野　　　 孝 千　束　正　彦

６位 塚　本　　　 博 山　口　ガ　ク 小　野　秀　昭 立　川　和　巳 山　川　利　博 井　上　　　 明 井　上　　　　　明

１位 箱　守　義　彦 木　村　博　男 山　岸　　　 徹 木　村　博　男 土　屋　透　治 登　坂　　　 勉 後　藤　　　譲 

２位 木　村　博　男 山　岸　　　 徹 小　林　二　郎 吉　田　邦　夫 木　村　博　男 木　村　博　男 木　村　博　男

３位 小　林　二　郎 小　林　二　郎 荒　川　正　雄 小　林　二　郎 吉　田　邦　夫 山　岸　　　 徹 吉　田　邦　夫

４位 山　崎　勝　三 荒　川　正　雄 青　山　昭　二 荒　川　正　雄 荒　川　正　雄 吉　田　邦　夫 平　野　勝　彦

５位 金　子　鐡　雄 神　原　健　二 荒　木　健　治 小　林　二　郎 小　林　二　郎 小　林　二　郎

６位 後　藤　芳　軌 山　口　侑　久 青　山　昭　二 青　山　昭　二 荒　川　正　雄 高　木　由　明

１位 鷹　木　　　 信 神　﨑　真　宜 清　水　契　輔 中　島　　　 健 薊　　　 優　希 臼　井　大　樹

２位 上　田　正　和 曽　田　直　紀 中　島　　　 健 山　田　雄　士 依　田　和　也 新井野　浩 司

３位 四　釜　才　寛 依　田　和　也 大　野　優　介 荒　川　猛　博

４位 宮　岡　公　平 宮　岡　公　平

順位

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

東京マスターズ・ジュニア選手権大会 入賞者一覧表

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｼﾞｭﾆｱ

ﾋﾞｷﾞﾅｰ
ﾆｭｰｶﾏｰ
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東京マスターズ・ジュニア選手権大会 入賞者一覧表

１９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年

9月21日(金) 9月13日(土) 9月15日(金) 9月30日(日) 7月28日(日)

１位 内　田　　　 敏 塩　谷　勝　英 関　口　　　 勉 村　松　伸　市 渡　辺　　　 守 高　井　康　弘 北　嶋　利　明

２位 原　田　　　 浩 大　西　秀　博 高　橋　有　文 高　橋　有　文 土　屋　透　治 高　橋　有　文

３位 関　口　　　 勉 原　田　　　 浩 高　井　康　弘 中 村　美千雄 篠　原　信　良 宮　井　昭　彦

４位 渡　辺　　　 守 土　屋　透　治 岩　渕　　　 護 原　田　　　 浩

５位 篠　原　信　良 篠　原　信　良 星　野　　　 孝 中 村　美千男

６位 堀　　　　　　進 高　井　康　弘 北　山　克　己

１位 青　山　　　 勝 飯　富　幸　夫 篠　原　信　良 土　屋　透　治 木　村　博　男 堀　　　　　　進 土　屋　透　治

２位 飯　富　幸　夫 篠　原　信　良 箱　守　義　彦 箱　守　義　彦 日　熊　秀　盛 石　津　永　司

３位 赤　松　年　也 箱　守　義　彦 吉　田　邦　夫 吉　田　邦　夫 箱　守　義　彦 日　熊　秀　盛

４位 福　山　武　男 平　田　慶　介 吉　田　邦　夫 篠　原　信　良

５位 高　木　由　明 森　川　　　 清 山　口　　　 学 塚　本　　　 博

６位 平　田　慶　介 青　島　文　英 戸野倉　栄 二

１位 佐　藤　俊　充 佐　藤　俊　充 佐　野　宏　次 須 山　翔太郎 長谷川　真 也 上　田　正　和 上　田　正　和

２位 山　田　重　康 鎌　田　　　 優 鷲　巣　　　 誠 槇　雄　得　親 鷹　木　　　 信

３位 薄　井　睦　男 高　橋　和　久 井　坂　彰　良

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年

１位 磯　村　俊　夫 松　川　　　 進 山　室　益　祥 石　津　永　司 岩　崎　　　 清 石　沢　　　 孝 山　岸　　　 徹

２位 松　川　　　 進 岩　崎　　　 清 石　沢　　　 孝 竹　原　直　樹 内　田　　　 敏

３位 青　山　　　 勝 内　田　　　 敏 竹　原　直　樹 三　浦　英　一 山　本　邦　明

４位 佐　藤　義　昭 羽　金　義　晴 内　田　　　 敏

５位 山　岸　　　 徹 山　岸　　　 徹 羽　金　義　晴

６位 山　室　益　祥 浜　中　金　吾 浜　永　金　吾

１位 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 浦　崎　凡　弘 荒　川　正　雄 山　岸　　　 徹 神　原　健　二

２位 荒　川　正　雄 神　原　健　二 青　山　　　 勝

３位 ≪45才≫ 斉　藤　隆　廣 松　島　敏　雄 吉　田　邦　夫

１位 丹　野　敦　史 新　井　功　一 井　口　裕　功 井　上　貴　幸 平　林　康　之 橋　本　光　規 長　沼　弘　修

２位 守 屋　健一郎 金　子　芳　宏 晝　間　光　司 藤　澤　　　 豊 北　風　大　輔

３位 植　村　　　 明 高　梨　圭　祐 永　妻　信　之 村　上　洋　之 坂　井　稔　卓

４位 野　崎　栄　一 加勢田 喜代紀 長　沼　弘　修

５位 新　井　功　一 上　野　健　児 藤　澤　　　 豊

６位 晝　間　光　司 瀬　間　　　 厳

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年

１位 二ッ森　美 則 坂　上　輝　夫 登　坂　　　 勉 吉　田　雅　仁 登　坂　　　 勉 浜　口　平　吾

２位

３位

１位 池　上　　　 健 富　山　耕　一 渡　辺　　　 実 千　脇　隆　司 村 田　信一郎 本　庄　博　幸

２位

３位

順位ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｼﾞｭﾆｱ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才
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２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年

8月28日(日) 8月26日(日) 8月18日(日) 7月21日(月) 7月20日(月) 7月18日(月)

１位 衛 藤　佳代子 長　島　雅　子 佐　藤　恵　美 大八木　まり子 金 子　真紀子 越　川　順　子

２位 中　村　福　子 戸　谷　寿　美 加　藤　弘　子 金　子　真紀子 越　川　順　子 秋 山　千香子

３位 佐　藤　恵　美 成　岡　はるみ 萩　尾　由　香 萩　尾　由　香 秋 山　千香子 弥　陀　ミチル

４位 成　岡　はるみ 大八木 まり子 大八木　まり子 三　船　麻里子 萩　尾　由　香 矢 野　かずみ

５位 戸　谷　寿　美 萩　尾　由　香 成　岡　はるみ 吉　谷　美　香 弥　陀　ミチル 萩　尾　由　香

６位 吉　谷　美　香 三 船　麻里子 三　船　麻里子 成　岡　はるみ 加　藤　明　子 深　野　麻　夜

１位 山　崎　志　保 山 本　加容子 山　本　加容子 小　山　宴　代 永　山　友　美 野　沢　知　代

２位 山 本　加容子 大　森　恵美子 大　森　恵美子 鎗　田　美　樹 菅　原　 ジョイ 高　石　寛　子

３位 丸　山　典　子 丸　山　典　子 坂　本　愛　美 丸　山　典　子 高　石　寛　子 竹　下　明　子

４位 三　宅　由　樹 稲　葉　清　美 丸　山　典　子 野　沢　知　代 鎗　田　美　樹 音喜多　貴 子

５位 志　田　容　子 野　沢　知　代 潤　　　美和子 高 橋　真由美

６位 鎗　田　美　樹 野　沢　知　代 古　田　美　生

２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

9月20日(月) 9月11日(日) 7月30日(日) 7月1日(日) 8月31日(日) 8月30日(日) 8月29日(日)

１位 山　根　弘　子 山　根　弘　子 森　　　 弘　子 森　　　 弘　子 小 倉　紫絵香 浅　田　ふぢ子 小　野　貴　子

２位 篠　原　美　貴 佐　藤　恵　美 渡　部　しのぶ 渡　部　しのぶ 渡　部　しのぶ 小　野　貴　子 山　崎　志　保

３位 國府方　　　郁 篠　原　美　貴 佐　藤　恵　美 清　水　優　子 佐　藤　恵　美 山　崎　志　保 渡　部　しのぶ

４位 石　倉　知　子 成　岡　はるみ 篠　原　美　貴 関　矢　恭　子 関　矢　恭　子 佐　藤　恵　美 佐　藤　恵　美

５位 清　水　優　子 渡　部　しのぶ 國府方　　　郁 成　岡　はるみ 浅　田　ふぢ子 丸　山　典　子 丸　山　典　子

６位 池 田　実智代 関　口　　　 泉 青　木　恭　子 大八木　まり子 大八木　まり子 渡　部　しのぶ 中　村　福　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ

東京ミスボディフィットネス選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm超
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月11日(日)

主　管 福 井 県 連 盟

１位 和　田　哲　哉（石　川）

２位 橘　内　啓　明（石　川）

３位 高　林　啓　一（富　山）

４位 近　藤　潤　一（新　潟）

５位 石　黒　　　 創（新　潟）

６位 渡　部　健　一（新　潟）

１位 市 村　佳代子（石　川）

２位 櫻　井　藤　子（長　野）

１位 上　原　基　彦（長　野）

２位 石　見　義　則（石　川）

３位 沖　野　太　郎（石　川）

１位 三　浦　正　昌（新　潟）

２位 木　下　利　之（長　野）

３位 松　原　敬　之（石　川）

４位 伊　藤　勝　英（新　潟）

５位 池　上　　　 健（長　野）

６位 種　村　孝　一（長　野）

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月21日(日) 8月19日(日) 9月15日(日) 9月15日(月) 9月20日(日)

主　管 新潟県ボディビル連盟 長野県ボディビル連盟 富 山 県 連 盟 石 川 県 連 盟 山 梨 県 連 盟

１位 古　越　　　 桂(長　野) 鷲　巣　国　彦（長　野） 有　野　直　樹(新　潟) 石　坂　恵　一（石　川） 大　野　康　彦（長　野）

２位 中　込　　　 修(山　梨) 和　田　哲　哉（石　川） 石　坂　恵　一(石　川) 和　田　哲　哉（石　川） 高　林　啓　一（富　山）

３位 渡　部　健　一(新　潟) 大　野　康　彦（長　野） 和　田　哲　哉(石　川) 渡　部　健　一（新　潟） 津　軽　　　 力（新　潟）

４位 寺　井　義　忠(石　川) 有　野　直　樹（新　潟） 渡　部　健　一(新　潟) 大　野　康　彦（長　野） 太　田　圭　則（山　梨）

５位 小　林　秀　樹(新　潟) 渡　部　健　一（新　潟） 橘　内　啓　明(石　川) 橘　内　啓　明（石　川） 寺  本　　　 貴（山　梨）

６位 三　浦　正　昌(新　潟) 中　込　　　 修（山　梨） 高　林　啓　一(富　山) 山　本　剛　大（石　川） 渡　部　健　一（新　潟）

１位 島　田　弓　美(長　野) 櫻　井　藤　子（長　野） 北　野　明　美(石　川)  薄　島　千　佳（富　山） 磯　部　美　穂（長　野）

２位 宮　本　智　子(石　川) 福　島　千　佳（長　野） 青　木　生　美(長　野) 柿　澤　陽　子（長　野）

３位 土　肥　みちる（長　野） 小　嶋　早　織（長　野）

１位 鷲　巣　国　彦(長　野) 三　浦　正　昌（新　潟） 望　月　泰　城(山　梨) 新　保　政　信（石　川） 寺  本   　  貴（山　梨）

２位 望　月　泰　城(山　梨) 野　澤　茂　雄（長　野） 野　澤　茂　雄(長　野) 渡　辺　博　昭（新　潟） 石　見　義　則（石　川）

３位 寺　井　義　忠(石　川) 渡　辺　博　昭（新　潟） 種　村　幸　一(長　野) 石　見　義　則（石　川） 原　　　　　  剛（長　野）

４位 三　浦　正　昌(新　潟) 石　見　義　則（石　川） 村　田　義　一(富　山) 野　澤　茂　雄（長　野） 上　原　基　彦（長　野）

５位 野　澤　茂　雄(長　野) 池　上　　　 健（長　野） 倉　田　け　ん（長　野）

６位 石　見　義　則(石　川) 山　本　俊　宏（石　川） 野　澤　茂　雄（長　野）

１位 松　原　敬　之(石　川) 松　原　敬　之（石　川） 木　村　照　雄(福　井) 木　村　照　雄（長　野） 三　浦　正　昌（新　潟）

２位 野　口　　　 晃(新　潟) 木　村　照　雄（福　井） 野　口　     晃(新　潟) 岡　部　昭　一（石　川） 木　村　照　雄（長　野）

３位 内　藤　久　一(新　潟) 野　口　　　 晃（新　潟） 宮　坂　     茂(長　野) 松　原　敬　之（石　川） 松　原　敬　之（石　川）

４位 伊　藤　勝　英（新　潟） 井　上　正　樹(富　山) 宮　本　義　昭（長　野） 岡　部　昭　一（石　川）

５位 野　口　　　 晃（新　潟） 野　口　　　 晃（新　潟）

６位 宮　坂　　　 茂（長　野） 吉　本　良　夫（富　山）

１位 五十嵐　樹 生(富　山)

２位 大　井　正　人(富　山)

３位 川　部　恭　裕(富　山)

男　子
新　人

北陸甲信越選手権大会 入賞者一覧表

男　子

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

45才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

55才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

55才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

45才

- 34 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



北陸甲信越選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月2日(日) 8月3日(日) 9月13日(日) 9月20日(月)

主　管 富山県ボディビル連盟 富山県ボディビル連盟 石川県ボディビル連盟 福井県ボディビル連盟

１位 西　谷　芳　春（新　潟） 岡　田　良　一（山　梨） 井　上　慶　太（山　梨） 志々目　　　均（石　川）

２位 有　野　直　樹（新　潟） 古　越　　　 桂（長　野） 和　田　哲　哉（石　川） 和　田　哲　哉（石　川）

３位 中　田　　　 敬（長　野） 井　上　慶　太（山　梨） 西　尾　敏　治（石　川） 渡　部　健　一（新　潟）

４位 石　黒　哲　夫（富　山） 寺　本　　　 貴（山　梨） 高　林　啓　一（富　山） 小　林　秀　樹（新　潟）

５位 小　森　康　裕（富　山） 中　込　　　 修（山　梨） 土　屋　明　広（長　野） 原　　　　　　剛（長　野）

６位 渡　部　健　一（新　潟） 渡　部　健　一（新　潟） 宮　本　重　之（石　川） 水　宅　孝　美（長　野）

１位 立　林　千　里（新　潟） 島　田　弓　美（長　野） 秋　本　真　希（福　井） 秋　本　真　希（福　井）

２位 市　橋　真　希（福　井） 櫻　井　藤　子（長　野） 宮　本　智　子（石　川） 宮　本　智　子（石　川）

３位 大　西　弘　美（福　井） 櫻　井　藤　子（長　野） 土　肥　みちる（長　野）

４位 櫻　井　藤　子（長　野）

５位 今　井　昭　美（新　潟）

１位 宮　本　重　之（石　川） 高　林　啓　一（富　山） 水　宅　孝　美（長　野）

２位 野　口　　　 晃（新　潟） 小　西　正　純（福　井） 三　浦　正　昌（新　潟）

３位 池　上　　　 健（長　野） 寺　井　義　忠（石　川） 西　尾　敏　治（石　川）

４位 関　　　 守　夫（長　野） 寺　井　義　忠（石　川）

５位 種　村　孝　一（長　野）

６位 池　上　　　 健（長　野）

１位 大　竹　勝　敏（新　潟） 岡　部　昭　一（長　野） 野　口　　　 晃（新　潟）

２位 岡　部　昭　一（長　野） 片　矢　　　 博（　　　　） 木　村　照　雄（福　井）

３位 山　本　和　男（長　野） 山　本　和　男（長　野） 岡　部　昭　一（石　川）

４位 林　　　 公　平（長　野） 林　　　 公　平（長　野）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 9月9日(日) 9月8日(日) 7月20日(日) 9月5日(日) 9月11日(日)

主　管 新潟県ボディビル連盟 富山県ボディビル連盟 石川県ボディビル連盟 長野県ボディビル連盟

１位 前　川　武　宣（山　梨） 久保田　　　武（長　野） 鶴　田　和　一（長　野） 村　山　　　 元（新　潟） 岡　田　良　一（山　梨）

２位 久保田　　　武（長　野） 村　山　　　 元（新　潟） 岡　田　良　一（山　梨） 岡　田　良　一（山　梨） 児 玉　賢太郎（長　野）

３位 石　崎　　　 修（新　潟） 岡　田　良　一（山　梨） 松　澤　嘉　孝（長　野） 児 玉　賢太郎（長　野） 征　矢　洋　文（長　野）

４位 松　澤　嘉　孝（長　野） 佐　藤　秀　年（　　　　） 村　山　　　 元（新　潟） 征　矢　洋　文（長　野） 望　月　泰　城（山　梨）

５位 岡　田　良　一（山　梨） 鶴　田　和　一（長　野） 前　島　重　樹（長　野） 望　月　泰　城（山　梨） 古　畑　庄　三（長　野）

６位 堤　　　 藤　衛（新　潟） 石　原　政　文（山　梨） 清　水　嘉　春（長　野） 小　森　康　裕（富　山） 石　原　政　文（山　梨）

１位 丸　山　佳　余（　　　　） 鍛　冶　郁　美（　　　　） 古　幡　幸　子（長　野）

２位 山　田　和　子（山　梨） 浦 山　外茂子（石　川） 立　林　千　里（新　潟）

３位 宮 坂　美紀子（長　野） 古　幡　幸　子（長　野） 松 岡　真理子（長　野）

４位 藤　沢　理　恵（長　野）

５位 田 中　他佳子（石　川）
６位 田　嶋　則　子（　　　　）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

55才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

45才

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月11日(木)

主　管 愛 知 県 連 盟

１位 赤　澤　範　昭（広　島）

２位 中　西　健　一（三　重）

３位 門　脇　祐　二（鳥　取）

４位 原　　　 裕　幸（大　阪）

５位 北　村　弘　行（社会人）

６位 田　中　義　法（大　阪）

１位 加　藤　昌　平（愛　知）

２位 小　林　計　成（愛　知）

３位 松　山　哲　也（岐　阜）

４位 丹　羽　真　一（社会人）

５位 仲　村　和　展（愛　知）

６位 廣 田　冨美男（愛　知）

１位 五　嶋　弘　美（福　岡）

２位 赤　山　　　 亨（岡　山）

３位 知　念　康　成（沖　縄）

４位 細　江　俊　郎（愛　知）

５位 三　好　達　朗（香　川）

６位 長谷川　　　渉（愛　知）

１位 松　尾　幸　作（愛　知）

２位 金　井　雅　樹（大　阪）

３位 江　川　裕　二（広　島）

４位 甲 村　隆一朗（愛　知）

５位 金　田　昭　人（兵　庫）

６位 大　原　健　吾（大　阪）

１位 奥　田　純　也（岐　阜）

２位 河　村　秀　美（広　島）

３位 越　仮　正　敏（愛　知）

４位 東　　　 孝　宗（愛　知）

５位 葉　山　啓　応（大　阪）

６位 馬 場　賢太郎（愛　知）

１位 新　開　由　佳（大　阪）

２位 水　野　文　江（愛　知）

３位 谷 川　千奈美（愛　知）

４位 マルチン スレイア（愛知）

５位 魚　澤　亜　矢（和歌山）

６位 服　部　順　子（三　重）

西日本選手権大会 入賞者一覧表

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級
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西日本選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 9月25日(日) 8月26日(日) 8月18日(日) 8月10日(日) 8月30日(日)

主　管 大阪ボディビル連盟 愛知県ボディビル連盟 広 島 県 連 盟 大 分 県 連 盟 大　阪　連　盟

１位 平　田　　　 隆(京　都) 浅 野　喜久男（愛　知） 辻　田　　　 勲（大　阪） 猿　山　直　史（大　阪） 嶋　田　慶　太（福　岡）

２位 岩 尾　雄一郎(大　阪) 小　田　敏　郎（愛　知） 小　田　敏　郎（愛　知） 松　尾　幸　作（愛　知） 玉　井　正　宏（大　阪）

３位 増　田　卓　也(大　阪) 井　上　博　樹（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪） 松　尾　幸　作（愛　知）

４位 森　　　 正　樹(京　都) 北　原　　　 誠（佐　賀） 椿　　　 幸　仁（三　重） 嶋　田　慶　太（福　岡） 金　井　雅　樹（大　阪）

５位 玉　井　正　宏(大　阪) 松　尾　幸　作（愛　知） 河　村　秀　美（広　島） ACOSTA LARRYJUN（長　崎） 松　岡　   　啓（大　阪）

６位 佐　藤　弘　人(大　阪) 平　野　貴　己（愛　知） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 金　井　雅　樹（大　阪） 平　野　貴　己（愛　知）

１位 神　田　知　子(大　阪) 加　藤　文　子（愛　知） 大　森　樹　里（大　阪） 堀　　　結　華（広　島） 大　森　樹　理（大　阪）

２位 秋 山　加津美(大　阪) 岩　本　京　美（愛　知） 堀　　　 結　華（広　島） 大　西　弘　美（岡　山） 新　開　由　佳（大　阪）

３位 大　森　樹　理(大　阪) 山　田　純　子（愛　知） 国　田　真　紀（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪） ユゲタ エジレイア（愛　知）

４位 大　西　弘　美(岡　山) 堀　　　 結　華（広　島） 大　西　弘　美（広　島） 魚　澤　亜　矢（和歌山） 船　木　郁　子（広　島）

５位 永　浜　　　 一(兵　庫) 田　岡　眞　美（三　重） 吉　田　圭　子（岐　阜） 森　　　 仲　子（鳥　取） 魚　澤　亜　矢（和歌山）

６位 田　岡　眞　美(三　重) 中　西　さとみ（三　重） 永　浜　　　 一（兵　庫） 船　木　郁　子（広　島） 国　田　真　紀（大　阪）

１位 礒 野　かおる(兵　庫) 水　野　文　江（愛　知） 遠 藤　桂生美（鳥　取） 西　島　里　紗（福　岡）

２位 谷 川　千奈美(愛　知) 太 田　美貴子（京　都） 森　　　 伸　子（鳥　取） 大　里　晴　香（福　岡）

３位 水　野　文　江(愛　知) 谷 川　千奈美（愛　知） 藤　原　成　子（兵　庫） 乃　村　幸　子（大　阪）

４位 太 田　美貴子(京　都) 遠 藤　桂生美（鳥　取） 梶　川　亜　生（広　島） 楠 﨑　明日香（福　岡）

５位 冨　田　や　よ(愛　知) 中　村　智　子（愛　知） 藤　原　成　子（兵　庫）

６位 藤　原　成　子(大　阪) 冨　田　や　よ（愛　知） 堤  　　 啓　子（福　岡）

≪ショートクラス≫ 《オーバーオール》

１位 杉 浦　能理子(京　都) 杉 浦　能理子（京　都） 神 谷　美由紀（岐　阜）

２位 神 谷　美由紀（岐　阜） 岩　崎　笑　子（鳥　取）

３位 深　田　真　未（愛　知） 古　川　里　紗（福　岡）

１位 川　島　る　み(愛　知) 岩　崎　笑　子（鳥　取） 木　村　桂　子（京　都）

２位 木　村　まき子(京　都) 川　島　る　み（愛　知） 岡　田　美　子（鳥　取）

３位 大　家　恭　子(愛　知) 木 村　まき子（京　都） 冨金原　　　瞳（広　島）

《トールクラス》 《160cm超級》

ﾐｽ健康美
164cm

ﾐｽ健康美
164cm超

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

ﾐｽ健康美
160cm
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西日本選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 8月27日(日) 7月29日(日) 8月31日(日) 8月9日(日) 8月8日(日)

主　管 岡山県ボディビル連盟 愛知県ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟

１位 奥　村　武　司（大　阪） Mark Deyss（大　阪） 中　武　克　雄（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪）

２位 赤　澤　範　昭（広　島） 仲　本　智　治（大　阪） 小　森　修　一(社会人） 北　村　智　昭（兵　庫）

３位 中　武　克　雄（大　阪） 芝　原　茂　樹（徳　島） 城　間　　　 明（沖　縄） 小　田　敏　郎（愛　知）

４位 小　田　敏　郎（愛　知） 竹　本　哲　也（岡　山） 播　磨　　　 修（福　岡） 平　田　　　 隆（京　都）

５位 片　岡　俊　和（岡　山） 猿　山　直　史（大　阪） 今　村　拓　夫(鹿児島） 小　森　修　一（福　岡）

６位 竹　村　敦　司（愛　知） 田　口　雅　一（大　阪） 猿　山　直　史（大　阪） 重　岡　寿　典（山　口）

１位 田　代　　　 圭（愛　知）

２位 中　嶋　　　 充（福　岡）

３位 中　西　健　一（三　重）

４位 下　田　　　 昇（愛　知）

５位 福　山　慎　吾（愛　媛）

６位 西　川　雅　也（愛　知）

１位 井　上　裕　章（静　岡）

２位 神　野　裕　二（愛　知）

３位 片　岡　俊　和（岡　山）

４位 長　田　哲　也（鳥　取）

５位 細　江　俊　郎（愛　知）

６位 多治見　聡 嗣（愛　知）

１位 加　藤　　　 武（愛　知）

２位 五　嶋　弘　美（福　岡）

３位 広　川　浩　二（愛　知）

４位 仲　本　智　治（大　阪）

５位 井　上　博　樹（大　阪）

６位 中　山　　　 勇（鳥　取）

１位 武　田　　　 正（静　岡）

２位 中　武　克　雄（大　阪）

３位 小　田　敏　郎（愛　知）

４位 芝　原　茂　樹（徳　島）

５位 辻　田　　　 勲（大　阪）

６位 森　　　 正　樹（京　都）

１位 今　村　直　子（大　阪） 今　村　潤　子（大　阪） 辻　　　 紀　子（三　重） 児 島　多賀子（大　阪） 遠 藤　桂生美（鳥　取）

２位 辻　　　 紀　子（三　重） 猪　原　美　樹(鹿児島） 北　山　道　子（岡　山） 大　西　弘　美（岡　山） 岡　田　英　子（鳥　取）

３位 今　村　潤　子（大　阪） 坂　本　涼　子（愛　知） 大　西　弘　美（岡　山） 大 倉　志満恵（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪）

４位 勝　　　 あゆみ（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重） 大 倉　志満恵（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪）

５位 白　川　初　美（岐　阜） 森　　　 伸　子（鳥　取） ﾙｰﾙ D ﾐｯｼｪﾙ（長　崎）

６位 山野内　里 子（愛　知） 岡　田　英　子（鳥　取） 深 町　眞由美（福　岡）

１位 高　瀬　恵　介（愛　知）

２位 鈴　木　大　貴（愛　知）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月12日(日) 8月11日(日) 8月31日(日) 8月22日(日) 9月4日(日)

主　管 福岡県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟

１位 片　川　　　 淳（山　口） 西　島　範　之（福　岡） 片　川　　　 淳（山　口） 増　田　　　 仁（長　崎）

２位 赤　澤　　　 昭（　　　　） 赤　澤　範　昭（広　島） 北　原　　　 誠（佐　賀） 赤　澤　範　昭（広　島）

３位 西　島　範　之（福　岡） 友　納　耕　二（福　岡） 増　田　　　 仁（長　崎） 亀　山　芳　信（岡　山）

４位 吉　山　潤　一（長　崎） 中　山　　　 勇（鳥　取） 下　地　武　光（沖　縄） 増　田　和　典（香　川）

５位 原　口　浩　信（佐　賀） 吉　村　浩　和（福　岡） 溝　口　隆　広（静　岡） 木　村　善　幸（岡　山）

６位 友　納　耕　二（福　岡） 増　田　和　典（香　川） 原　口　浩　信（佐　賀） 城　間　　　 明（沖　縄）

１位 森　本　郁　子（広　島）

２位 藤　田　未　央（福　岡）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子

男　子

男　子
75kg超級

女　子

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級
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西日本選手権大会 入賞者一覧表

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 8月31日(日) 8月9日(日) 8月20日(日)

主　管 福岡県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟

１位 川　口　千　晶（岡　山） 丸　川　　　 洋（岡　山） 今　村　拓　夫(鹿児島）

２位 財　前　友　律（福　岡） 田　代　　　 誠(鹿児島） 西　島　範　之（福　岡）

３位 今　村　拓　夫(鹿児島） 今　村　拓　夫(鹿児島） 原　口　浩　信（佐　賀）

４位 片　川　　　 淳（山　口）

５位 赤　澤　範　昭（広　島）

６位 増　田　和　典（香　川）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月7日(日)

主　管 岐 阜 県 連 盟

１位 奥　田　純　也（岐　阜）

２位 長谷川　　　渉（愛　知）

３位 細　江　俊　郎（愛　知）

４位 越　仮　正　敏（愛　知）

５位 中　島　雄　太（愛　知）

６位 廣 田　冨美男（愛　知）

１位 服　部　順　子（三　重）

２位 中　西　さとみ（三　重）

３位 木　村　和　美（愛　知）

４位 勝　亦　響　子（静　岡）

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月21日(日) 8月12日(日) 8月25日(日) 8月31日(日) 8月16日(日)

主　管 静岡県ボディビル連盟 岐阜県ボディビル連盟 愛 知 県 連 盟 静 岡 県 連 盟 三 重 県 連 盟

１位 武　田　　　 正(静　岡) 加　藤　昌　平（愛知県） 椿　　   幸　仁(三　重) 松　尾　幸　作（愛　知）

２位 椿　　　 幸　仁(三　重) 椿　　　 幸　仁（三重県） 松　尾　幸　作(愛　知) 奥　田　純　也（岐　阜）

３位 広　川　浩　二(愛　知) 松　尾　幸　作（愛知県） 神　野　裕　二(愛　知) 和　田　信　彦（静　岡）

４位 加　藤　　　 武(愛　知) 広　川　浩　二（愛知県） 広　川　浩　二(愛　知) 長谷川　　　渉（愛　知）

５位 北　村　寿　邦(愛　知) 細　江　俊　郎（愛知県） 和　田　信　彦(静　岡) 髙　岸　豊　治（三　重）

６位 平　野　貴　己(愛　知) 桃　沢　裕　二（愛知県） 北　村　寿　邦(愛　知) 細　江　俊　郎（愛　知）

１位 田　代　　　 圭（愛　知）

２位 徳　田　克　彦（静　岡）

３位 原　　　 正　勝（愛　知）

４位 宮　原　時　彦（静　岡）

５位 横　山　幸　廣（愛　知）

６位 小　田　　　 勝（静　岡）

１位 小　林　計　成（愛　知）

２位 松　山　哲　也（岐　阜）

３位 五十嵐　立 彦（三　重）

４位 鈴　木　寛　郎（三　重）

５位 鈴　木　章　弘（静　岡）

６位 小　野　田　寛（愛　知）

１位 長谷川　　　渉（愛　知）

２位 細　江　俊　郎（愛　知）

３位 神　野　裕　二（愛　知）

４位 榊　原　貴　裕（三　重）

５位 多治見　聡 嗣（愛　知）

６位 山　田　高　史（愛　知）

１位 高　岸　豊　治（三　重）

２位 世古口　和 久（三　重）

３位 甲 村　隆一郎（愛　知）

４位 久保田　宏 之（静　岡）

５位 西　川　元　英（岐　阜）

６位 河　合　克　人（愛　知）

１位 平　野　貴　己（愛　知）

２位 奥　田　純　也（岐　阜）

３位 越　仮　正　敏（愛　知）

４位 長　井　俊　雄（愛　知）

５位 東　　　 孝　宗（愛　知）

６位 高　木　紀　義（静　岡）

１位 中  西   さとみ(三　重) 山　田　純　子（愛知県） 加　藤　文　子(愛　知) 古　田　圭　子（岐　阜） 谷 川　千奈美（愛　知）

２位 彦　坂　陽　子(愛　知) 古　田　圭　子（岐阜県） 山　田　純　子(愛　知) 彦　坂　陽　子（愛　知） ユゲタエジレイア（愛　知）

３位 中　西　さとみ（三重県） 薄　島　千　佳(愛　知) 中　西　さとみ（三　重） 服　部　順　子（三　重）

４位 藤　井　宏　美(愛　知) サンダース シモン（三　重） 彦　坂　陽　子（愛　知）

５位 古　田　圭　子(岐　阜) 藤　井　宏　美（愛　知） 中　西　さとみ（三　重）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

東海選手権大会 入賞者一覧表

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子
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東海選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

１位 山　田　朝　美（静　岡）

２位 井 上　けい子（静　岡）

３位 神 谷　美由紀（愛　知）

４位 川　島　る　み（愛　知）

５位 和　田　美　保（愛　知）

６位 勝　亦　響　子（静　岡）

１位 多治見　聡 嗣(愛　知) 松　山　哲　也（岐阜県）

２位 平　山　善　勝(愛　知) 原　　　 正　勝（愛知県）

３位 彦　坂　篤　徳(愛　知) 葛　西　廣　一（岐阜県）

４位 原　　　 正　勝(愛　知) 工　藤　修　平（愛知県） ２０１４年

５位 松　山　哲　也(岐　阜) 伊　藤　謙　治（愛知県） 8月24日(日)

６位 小野田　　　寛(愛　知) 小野田　　　寛（愛知県） 岐 阜 県 連 盟

１位 高　岸　豊　治(三　重) 堀　　　 富　雄（三重県） 小野田　　　寛(愛　知) 竹　村　敦　司（愛　知） 松　山　哲　也（岐　阜）

２位 堀　　　 富　雄(三　重) 村　松　弘　敏（静岡県） 小　田　  　 勝(静　岡) 葛　西　廣　一（岐　阜） 徳　田　克　彦（静　岡）

３位 村　松　弘　敏(静　岡) 濱　田　　　 真（愛知県） 村　松　弘　敏(静　岡) 久保田　宏 之（静　岡） 久保田　宏 之（静　岡）

４位 岩　本　義　昭(愛　知) 森　　　 吉　孝（三重県） 平　田　光　男(愛　知) 松　山　哲　也（岐　阜） 小　田　　　 勝（静　岡）

５位 高　橋　真　治(愛　知) 岩　本　義　昭（愛知県） 清　水　  　 識(愛　知) 小　田　　　 勝（静　岡） 平　田　光　男（愛　知）

６位 山　西　弘　起(静　岡) 島　村　淳　哉（愛知県） 松　村　弘　敏（静　岡） 清　水　　　 識（愛　知）

１位 宮　崎　則　尚(三　重) 高　岸　豊　治（三重県） 榑　林　良　和(静　岡) 長　田　昌　秀（静　岡） 山　口　義　浩（愛　知）

２位 榑　林　良　和(静　岡) 榑　林　良　和（静岡県） 森　田　輝　夫(静　岡) 森　　　 吉　孝（三　重） 島　村　淳　哉（愛　知）

３位 澤　崎　泰　雄(静　岡) 中　條　晴　男（愛知県） 島　村　淳　哉(愛　知) 稲　垣　冠　司（静　岡） 井　上　暢　晴（静　岡）

４位 中　條　晴　男(愛　知) 森　田　輝　夫（静岡県） 仲　川　慶　樹(三　重) 仲　川　慶　樹（三　重） 白　井　幹　人（愛　知）

５位 勅使河原　 伸(岐　阜) 田　中　眞　彦（愛知県） 中　條　晴　男(愛　知) 舩　戸　衛　二（岐　阜）

６位 田　中　正　秀(静　岡) 久　保　恵　政（静岡県） 白　井　幹　人（愛　知）

１位 松　下　英　二(愛　知) 森　田　輝　夫（静　岡） 田　中　眞　彦（愛　知）

２位 田　中　眞　彦(愛　知) 田　中　眞　彦（愛　知） 稲　垣　冠　司（静　岡）

３位 久　保　恵　政(静　岡) 成 田　新太郎（静　岡） 仲　川　慶　樹（三　重）

４位 成 田　新太郎(静　岡) 斉　藤　久　夫（愛　知） 古　賀　謙　次（三　重）

５位 松　下　徹　也(静　岡) 松　下　徹　也（静　岡） 斎　藤　久　夫（愛　知）

６位 成 田　新太郎（静　岡）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

ミ　ス
健康美
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東海選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月3日(日) 8月19日(日) 8月31日(日) 8月30日(日) 8月15日(日)

主　管 静岡県ボディビル連盟 三重県ボディビル連盟 岐阜県ボディビル連盟 愛知県ボディビル連盟 三重県ボディビル連盟

１位 西　田　哲　之（愛　知） 井　上　裕　章（静　岡） 溝　口　隆　広（静　岡） 浅 野　喜久男（愛　知） 小　田　敏　郎（愛　知）

２位 井　上　裕　章（静　岡） 野　田　靖　二（大　阪） 武　田　　　 正（静　岡） 神　野　裕　二（愛　知） 武　田　　　 正（静　岡）

３位 溝　口　隆　広（静　岡） 溝　口　隆　広（静　岡） 加　藤　　　 武（愛　知） 広　川　浩　二（愛　知） 加　藤　　　 武（愛　知）

４位 小　田　敏　郎（愛　知） 武　田　　　 正（静　岡） 神　野　裕　二（愛　知） 田　代　　　 圭（愛　知） 広　川　浩　二（愛　知）

５位 田　代　　　 圭（愛　知） 神　野　裕　二（愛　知） 竹　村　敦　司（愛　知） 宮　木　孝　寿（愛　知） 竹　村　敦　司（愛　知）

６位 武　田　　　 正（静　岡） 加　藤　　　 武（愛　知） 田　代　　　 圭（愛　知） 馬　渕　祐　輔（愛　知） 田　代　　　 圭（愛　知）

１位 山野内　里 子（愛　知） 田　岡　眞　美（三　重） 三 上　真紀子（静　岡） 佐々木 あゆみ（静　岡） 平　岩　玲　子（愛　知）

２位 田　岡　眞　美（三　重） 田　嶋　則　子（愛　知） 廣　田　朝　美（三　重） 岩　本　京　美（愛　知） 彦　坂　陽　子（愛　知）

３位 谷　　　　さゆり（愛　知） 谷　　　　さゆり（愛　知） 廣　居　勇　音（岐　阜） 大　島　みつき（愛　知） 中　西　 さとみ（三　重）

４位 平　岩　玲　子（愛　知） 藤　脇　陽　子（三　重）

５位 廣　田　朝　美（三　重）

６位 中　西　 さとみ（三　重）

１位 若　林　滋　人（三　重） 後　藤　栄　治（　　　　） 岩　本　義　昭（愛　知） 彦　坂　篤　徳（愛　知） 彦　坂　篤　徳（愛　知）

２位 小野田　　　寛（愛　知） 岩　本　嘉　昭（　　　　） 彦　坂　篤　徳（愛　知） 岡　副　浩　一（愛　知） 小　野　田　寛（愛　知）

３位 矢　崎　丹　堂（静　岡） 田　代　秀　二（三　重） 松　山　哲　也（岐　阜） 工　藤　修　平（愛　知） 村　松　弘　敏（静　岡）

４位 河　原　春　海（静　岡） 村　松　弘　敏（静　岡） 多治見　聡 嗣（愛　知）

５位 彦　坂　篤　徳（愛　知） 吉　岡　　　 洋（静　岡） 松　山　哲　也（岐　阜）

６位 前　島　勝　也（静　岡） 榑　林　　　 明（愛　知）

１位 飯　田　善　紀（静　岡） 下　田　　　 昇（愛　知） 河　原　春　海（静　岡） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 井　村　博　一（愛　知）

２位 下　田　　　 昇（愛　知） 蜂　須　　　 貢（愛　知） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 河　原　春　海（静　岡） 下　田　　　 昇（愛　知）

３位 島　村　淳　哉（愛　知） 濱　田　　　 真（愛　知） 濱　田　　　 真（愛　知） 岩　本　義　昭（愛　知） 河　原　春　海（静　岡）

４位 成 田　新太郎（静　岡） 小　田　　　 勝（静　岡） 森　　　 吉　孝（三　重）

５位 濱　田　　　 真（愛　知） 島　村　淳　哉（愛　知）

６位 島　村　淳　哉（愛　知） 浜　西　敏　哉（三　重）

１位 阿野田　英 生（三　重） 岩　下　良　彦（三　重） 宮　崎　則　尚（三　重） 松　下　英　二（愛　知） 山　本　敏　雄（岐　阜）

２位 岩　下　良　彦（三　重） 鈴　木　将　弘（静　岡） 及　川　仁　志（愛　知） 澤　崎　泰　雄（静　岡） 久　保　恵　政（静　岡）

３位 磯　部　克　夫（静　岡） 山　本　敏　雄（岐　阜） 成 田　新太郎（静　岡） 田　中　眞　彦（愛　知） 森　田　輝　夫（静　岡）

４位 安　良　忠　司（愛　知） 安　良　忠　司（愛　知） 松　元　清　吉（三　重）

５位 山　村　豪　誉（岐　阜） 勝　田　順　平（岐　阜） 成 田　新太郎（静　岡）

６位 久　保　恵　政（静　岡） 辻　　　 繁　信（愛　知）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月19日(日) 8月4日(日) 8月24日(日) 8月29日(日) 8月14日(日)

主　管 愛知県ボディビル連盟 静岡県ボディビル連盟 三重県ボディビル連盟 岐阜県ボディビル連盟 愛知県ボディビル連盟

１位 木　澤　大　祐（愛　知） 浅　野　喜久男（愛　知） 榊　原　貴　裕（　　　　） 丹　羽　真　一（　　　　） 中　西　健　一（三　重）

２位 豊　島　貴　史（愛　知） 中　西　健　一（三　重） 中　西　健　一（三　重） 中　西　健　一（三　重） 広　川　浩　二（愛　知）

３位 浅 野　喜久男（愛　知） 三　橋　信　之（三　重） 西　田　哲　之（愛　知） 溝　口　隆　広（静　岡） 溝　口　隆　広（静　岡）

４位 中　西　健　一（三　重） 辻　　　 善　衛（三　重） 溝　口　隆　広（静　岡） 井　上　裕　章（静　岡） 西　田　哲　之（愛　知）

５位 辻　　　 善　衛（三　重） 伊　藤　広　史（愛　知） 辻　　　 善　衛（三　重） 竹　村　淳　司（　　　　） 小　田　敏　郎（静　岡）

６位 平　野　則　正（　　　　） 井　上　裕　章（静　岡） 井　上　裕　明（　　　　） 本　淨　昭　浩（愛　知） 竹　村　敦　司（愛　知）

１位 辻　　　 紀　子（三　重） 辻　　　 紀　子（三　重） 白　川　初　美（岐　阜） 坂　本　涼　子（愛　知）

２位 吉　田　圭　子（　　　　） 白　川　初　美（岐　阜） 樋　口　早　苗（三　重） 田　岡　眞　美（三　重）

３位 安　藤　淑　子（愛　知） 樋　口　早　苗（三　重） 田　岡　眞　美（三　重） 樋　口　早　苗（三　重）

４位 谷　　　　さゆり（愛　知）

１位 井　村　博　一（愛　知） 河　原　春　海（静　岡） 井　戸　浩　和（岐　阜） 河　原　春　海（静　岡）

２位 岩　田　博　道（岐　阜） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 河　原　春　海（静　岡） 伊　藤　謙　次（愛　知）

３位 堀　　　 富　雄（三　重） 岡　副　浩　一（愛　知） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 若　林　滋　人（三　重）

４位 高　橋　真　治（愛　知）

５位 堀　　　 富　雄（三　重）

６位 小野田　　　寛（愛　知）

１位 鈴　木　将　弘（静　岡） 前　田　憲　二（三　重） 高　楠　　　 薫（三　重） 高　岸　豊　治（三　重）

２位 永　野　光　一（静　岡） 道　園　純　司（愛　知） 高　岸　豊　治（三　重） 下　田　　　 昇（愛　知）

３位 勝　田　順　平（岐　阜） 岩　田　博　道（岐　阜） 島　村　淳　哉（愛　知） 道　園　純　治（愛　知）

４位 高　瀬　恵　造（愛　知）

５位 杉　山　悟　士（愛　知）

６位 島　村　淳　哉（愛　知）

１位 阿野田　英 生（三　重） 平　野　芳　雄（愛　知） 山　本　敏　雄（岐　阜） 阿野田　英 生（三　重）

２位 山　本　敏　雄（岐　阜） 日　高　弘　憲（三　重） 安　良　忠　司（愛　知） 岩　下　良　彦（三　重）

３位 日　高　弘　憲（三　重） 平　野　芳　雄（愛　知） 平　野　芳　雄（愛　知）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

女　子

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 7月31日(日)

主　管 静 岡 県 連 盟

１位 松　﨑　辰　男（静　岡）

２位 徳　田　克　彦（静　岡）

３位 平　田　光　男（愛　知）

４位 小　田　　　 勝（静　岡）

５位 清　水　　　 識（愛　知）

６位 富　岡　弘　幸（愛　知）

１位 濱　田　　　 真（愛　知）

２位 四　元　雄　二（愛　知）

３位 日　髙　孝　和（愛　知）

４位 森　　　吉　孝（三　重）

５位 楠　名　圭　治（愛　知）

６位 井　上　暢　晴（静　岡）

１位 山　崎　義　夫（愛　知）

２位 榑　林　良　和（静　岡）

３位 菊　地　浩　三（静　岡）

４位 中　條　晴　男（愛　知）

５位 仲　川　慶　樹（三　重）

６位 稲　垣　冠　司（静　岡）

東海マスターズ選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月14日(日)

主　管 三 重 県 連 盟

１位 飯　場　　　 圭（三　重）

２位 井　坂　真　也（三　重）

３位 宮　崎　洋　一（愛　知）

４位 大　加　優　斗（三　重）

５位 川　辺　勝　弘（三　重）

６位 土　居　弘　明（愛　知）

１位 安　田　旬　輝（三　重）

２位 中　島　　 　聖（愛　知）

３位 世　古　大　介（三　重）

４位 長　田　勇　気（愛　知）

５位 宇　野　将　平（三　重）

６位 堺　　 　和　久（岐　阜）

１位 日　置　梢　照（愛　知）

２位 國　井　紘　治（愛　知）

３位 甲　村　隆一郎（愛　知）

４位 マイケル ミズタニ（愛　知）

５位 栗　林　健　太（愛　知）

６位 黒　木　秀　徳（愛　知）

１位 濱　口　大　輔（三　重）

２位 佐 伯　伊都企（愛　知）

３位 岡　田　実　成（岐　阜）

４位 臼　井　翔　大（岐　阜）

５位 鈴　木　博　之（愛　知）

６位 疋　田　高　将（静　岡）

１位 後　藤　永　治（愛　知）

２位 長　田　昌　秀（静　岡）

３位 棚　瀬　賢　一（岐　阜）

４位 清　水　　 　識（愛　知）

５位 大　町　哲　也（愛　知）

６位 長　澤　尚　辰（岐　阜）

１位 藤　松　直　子（愛　知）

２位 垣　見　恵　美（愛　知）

３位 星　野　利　沙（愛　知）

１位 堀　　　 和　恵（岐　阜）

２位 瓜 生　美貴代（愛　知）

３位

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ

50才以上

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm級

東海オープン選手権大会 入賞者一覧表

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
168cm級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月28日(日)

主　管 京 都 府 連 盟

１位 金　井　雅　樹（大　阪）

２位 川　辺　      仁（大　阪）

３位 太　田　研　二（京　都）

４位 酒　井　隆　典（大　阪）

５位 佐　藤　弘　人（大　阪）

６位 三　宅　泰　門（兵　庫）

１位 新　開　由　佳（大　阪）

２位 太 田　美貴子（京　都）

３位 海老原　久 実（大　阪）

４位 冨　田　加　恵（京　都）

５位 三　崎　朋　子（滋　賀）

６位 橋　本　寿　美（兵　庫）

１位 金　井　雅　樹（大　阪）

２位 川　辺　      仁（大　阪）

３位 太　田　研　二（京　都）

４位 酒　井　隆　典（大　阪）

５位 佐　藤　弘　人（大　阪）

６位 三　宅　泰　門（兵　庫）

１位 丸　山　貴　弘（京　都）

２位 原　     裕　幸（大　阪）

３位 松　原　繁　夫（大　阪）

４位 野　村　雅　之（兵　庫）

５位 渡　辺　浩　光（兵　庫）

６位 堀　本　淳　治（大　阪）

１位 酒　井　隆　典（大　阪）

２位 城　野　恒　嘉（滋　賀）

３位 泉　     昌　弘（大　阪）

４位 殿　原　喜　和（和歌山）

５位 枡　富　正　紀（大　阪）

６位 三　木　善　雄（大　阪）

１位 浦　本　眞　明（兵　庫）

２位 船　本　正　夫（滋　賀）

３位 新　木　鐘　義（兵　庫）

４位 中　山　      忍（兵　庫）

５位 芦　田　博　文（兵　庫）

６位 川　原　清　吾（大　阪）

１位 中　野　博　之（大　阪）

２位 山　野　成　思（大　阪）

３位 銭　     安　武（大　阪）

４位 細　田　一　仁（大　阪）

５位 浅　田　博　美（滋　賀）

６位 内　田　信　夫（京　都）

１位 松　浦　義　光（大　阪）

２位 森　山　年　章（兵　庫）

３位 吉　永　     勇（兵　庫）

４位 高　木　和　雄（兵　庫）

５位 中　村　康　和（大　阪）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

関西選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

55才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

- 45 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



関西選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 9月4日(日) 9月23日(日) 9月22日(日) 9月7日(日) 9月13日(日)

主　管 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 京 都 府 連 盟 兵 庫 県 連 盟 兵 庫 県 連 盟

１位 山　崎　岳　志(大　阪) 辻  田       勲（大   阪） 井　上　博　樹(大　阪) 松　岡　　　 啓（大　阪） 松　岡　　　 啓（大　阪）

２位 森　　　 正　樹(京　都) 井  上  博  樹（大   阪） 佐　藤　弘　人(大　阪) 玉　井　正　宏（大　阪） 玉　井　正　宏（大　阪）

３位 佐　藤　弘　人(大　阪) 森       正  樹（京   都） 玉　井　正　宏(大　阪) 金　井　雅　樹（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪）

４位 玉　井　正　宏(大　阪) 佐  藤  弘  人（大   阪） 金　井　雅　樹(大　阪) 佐　藤　弘　人（大　阪） 太　田　研　ニ（京　都）

５位 松　岡　　　 啓(大　阪) 玉  井  正  宏（大   阪） 三　宅　泰　門(兵　庫) 太　田　研　二（京　都） 佐　藤　弘　人（大　阪）

６位 仲　本　智　治(大　阪) 松  岡      啓（大   阪） 岩　尾　佳　毅(兵　庫) 田　中　良　一（大　阪） 岸　岡　智　久（大　阪）

１位 永　浜　　　 一(兵　庫) 篠 原  みゆき（兵   庫） 高 橋　佐智代(大　阪) 魚　澤　亜　矢（和歌山） 大　森　樹　理（大　阪）

２位 篠 原　みゆき(兵　庫) 髙  橋  佐智代（大   阪） 岩　城　祐　子(京　都) 岩　城　祐　子（京　都） 新　開　由　佳（大　阪）

３位 肥　後　純　子(京　都) 児  嶋  優  子（兵   庫） 魚　澤　亜　矢(和歌山) 盛　　　 明　美（大　阪） 岩　城　祐　子（京　都）

４位 盛　　　 明　美(大　阪) 橋　本　寿　美（兵　庫） 富　田　加　恵（京　都）

５位 林　田　恵　美(大　阪) 橋　本　寿　美（兵　庫）

６位 橋　本　寿　美(兵　庫) 西　川　智　美（大　阪）

１位 田　中　義　法(大　阪) 仲  本  智  治（大   阪） 榊　原　貴　裕(大　阪) 松　岡　　　 啓（大　阪） 金　田　昭　人（兵　庫）

２位 森　本　繁　洋(兵　庫) 金  田  昭  人（兵   庫） 金　田　豊　和(大　阪) 大　原　健　吾（大　阪） 大　原　健　吾（大　阪）

３位 山　路　康　祐(和歌山) 大  島  英  樹（兵   庫） 金　田　昭　人(兵　庫) 金　田　昭　人（兵　庫） 坂　下　健　吾（兵　庫）

４位 坂　下　健　吾(兵　庫) 金  田  豊  和（大   阪） 大　島　英　樹(兵　庫) 吉　村　雅　成（大　阪） 山　路　康　祐（和歌山）

５位 新　井　靖　弘(兵　庫) 山  路  康  祐（和歌山） 松　原　繁　夫(大　阪) 山　路　康　祐（大　阪） 森　本　繁　洋（兵　庫）

６位 福　武　敬　造(兵　庫) 黒  木  幸  正（兵   庫） 森　本　繁　洋(兵　庫) 大　島　英　樹（兵　庫） 吉　村　雅　成（大　阪）

１位 北　郷　喜　昌(大　阪) 新  藤  健  次（和歌山） 佐　藤　弘　人(大　阪) 新　藤　健　次（和歌山） 道　田　泰　三（大　阪）

２位 小　柴　良　介(兵　庫) 泉       昌  弘（大   阪） 原　  　 裕　幸(大　阪) 泉　　　 昌　弘（大　阪） 城　野　恒　嘉（滋　賀）

３位 泉　　　 昌　弘(大　阪) 上  田  晋  三（大   阪） 泉　　　 昌　弘(大　阪) 道　田　泰　三（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪）

４位 上　田　晋　三(大　阪) 津  田  佳  明（京   都） 渡　辺　浩　光(兵　庫) 殿　原　善　和（和歌山） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

５位 津　田　佳　明(京　都) 宇治澤  亮 二（大   阪） 殿　原　喜　和(和歌山) 渡　辺　浩　光（兵　庫） 田　中　義　法（大　阪）

６位 宇治澤　亮 二(大　阪) 妙瀬田  安 通（大   阪） 城　野　恒　嘉(大　阪) 吉　村　泰　豪（大　阪） 松　田　恭　一（大　阪）

１位 中　野　博　之(大　阪) 佐  竹  次  郎（大   阪） 銭　　　 安　武(大　阪) 田　中　満　昭（兵　庫） 道　田　泰　三（大　阪）

２位 細　田　一　仁(大　阪) 細  田  一  仁（大   阪） 山　野　成　思(京　都) 石　塚　　　 修（兵　庫） 城　野　恒　嘉（滋　賀）

３位 入　江　正　義(大　阪) 銭       安  武（大   阪） 宮　越　康　裕(大　阪) 芦　田　博　文（兵　庫） 泉　　　 昌　弘（大　阪）

４位 銭　　　 安　武(大　阪) 宮  越  康  裕（大   阪） 芦　田　博　文(兵　庫) 浅　田　博　美（滋　賀） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

５位 酒　井　　　 仁(大　阪) 山  野  成  思（京   都） 西　　　 洋　一(兵　庫) 小　林　紀代己（兵　庫） 田　中　義　法（大　阪）

６位 宮　越　康　裕(大　阪) 西　　　 洋　一（兵　庫） 松　田　恭　一（大　阪）

１位 中  野  博  之（大   阪） 中　野　博　之(大　阪) 山　野　成　思（京　都） 中　野　博　之（大　阪）

２位 入  江  正  義（大   阪） 入　江　正　義(大　阪) 中　野　博　之（大　阪） 細　田　一　仁（大　阪）

３位 上  田  恭  義（大   阪） 酒　井　　　 仁(大　阪) 田　中　作　司（京　都） 酒　井　　　 仁（大　阪）

４位 酒  井       仁（大   阪） 上　田　恭　義(大　阪) 酒　井　　　 仁（大　阪） 銭　　　 安　武（大　阪）

５位 中  村  康  和（大   阪） 中　村　康　和(大　阪) 銭　　　 安　武（大　阪） 田　中　満　昭（兵　庫）

６位 細　田　一　仁（大　阪） 入　江　正　義（大　阪）

１位 井  上  義  信（大   阪） 井　上　義　信(大　阪) 松　浦　義　光（大　阪） 松　浦　義　光（大　阪）

２位 森  山  年  章（兵   庫） 森　山　年　章(兵　庫) 森　山　年　章（兵　庫） 森　山　年　章（兵　庫）

３位 内  田  義  一（兵   庫） 松　浦　義　光(大　阪) 井　上　義　信（大　阪） 井　上　義　信（大　阪）

４位 寺  本　　　 修（大   阪） 寺　本　　　 修(大　阪) 寺　本　　　 修（大　阪） 吉　永　　　 勇（兵　庫）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才
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関西選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月10日(日) 9月16日(日) 9月14日(日) 9月13日(日) 9月12日(日)

主　管 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟

１位 猿　山　直　史（大　阪） 北　村　智　昭（兵　庫） 平　田　　　 隆（京　都） 増　田　卓　也（大　阪） ダイス　マーク（大　阪）

２位 森　　　 正　樹（京　都） 須　賀　玄　集（京　都） 増　田　卓　也（大　阪） DEYSS MARK（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪）

３位 榊　原　貴　裕（大　阪） 平　田　　　 隆（京　都） Mark　Deyss　（大　阪） 森　　　 正　樹（京　都） 森　　　 正　樹（京　都）

４位 川　嶋　孝　之（京　都） 森　　　 正　樹（京　都） 森　　　 正　樹（京　都） 佐　藤　弘　人（大　阪） 岩　尾　佳　毅（兵　庫）

５位 清　永　真　也（大　阪） 辻　田　　　 勲（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪） 佐　藤　弘　人（大　阪）

６位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 榊　原　貴　裕（大　阪） 森　内　至　夫（大　阪） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 金　井　雅　樹（大　阪）

１位 児 島　多賀子（大　阪） 小　川　昌　江（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪） 大　森　樹　理（大　阪）

２位 小　川　昌　江（大　阪） 篠　原　みゆき（兵　庫） 宮　本　美　穂（大　阪） 永　濱　　　 一（兵　庫） 永　濱　　　 一（兵　庫）

３位 大 倉　志満恵（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪） 篠　原　みゆき（兵　庫） 林　田　恵　美（兵　庫） 肥　後　純　子（京　都）

４位 松　村　京　子（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪） 岡　　　 宏　美（大　阪）

５位 高 橋　佐智代（大　阪） 廬　原　まゆ美（大　阪） 児　島　優　子（兵　庫）

６位 宮　本　美　穂（大　阪） 大　釜　三　佳（兵　庫）

１位 横　田　一　彦（兵　庫） 高　橋　周　作（大　阪） 岡　田　良　彦（大　阪） 高　垣　　　 徹(和歌山） 原　　　 裕　幸（大　阪）

２位 泉　　　 昌　弘（大　阪） 瀧　口　裕　作(和歌山） 金　田　豊　和（大　阪） 山　下　賢　二（大　阪） 金　田　昭　人（兵　庫）

３位 吉　川　博　次（大　阪） 梶　田　明　裕（京　都） 和　田　康　則（大　阪） 原　　　 裕　幸（大　阪） 森　本　繁　洋（兵　庫）

４位 妙瀬田　安 通（大　阪） 崔　　　 圭　字（大　阪） 宇治澤　亮 二（大　阪） 片　浦　英　則（兵　庫） 坂　下　健　吾（兵　庫）

５位 瀧　口　祐　作(和歌山） 瀧　口　祐　作(和歌山） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 福　武　敬　造（兵　庫）

６位 百　々　勝　志（兵　庫） 梶　田　明　裕（京　都） 森　本　繁　洋（兵　庫） 藤　本　竜　三（大　阪）

１位 佐　竹　次　郎（大　阪） 中　山　　　 忍（兵　庫） 妙瀬田　安 道（大　阪） 浦　本　眞　明（兵　庫） 鎌　田　善　弘（京　都）

２位 入　江　正　義（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 村　上　　　 明（大　阪） 新　木　鐘　義（兵　庫） 北　郷　喜　昌（大　阪）

３位 田　中　作　司（京　都） 富　永　和　良（兵　庫） 芦　田　博　文（兵　庫） 上　田　晋　三（大　阪） 泉　昌　　　 弘（大　阪）

４位 秦　　　 興　司（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 上　田　晋　三（大　阪）

５位 石　塚　　　 修（兵　庫） 城　野　恒　嘉（大　阪）

６位 芦　田　博　文（兵　庫） 新　木　鐘　義（兵　庫）

１位 東海林　　　徹（兵　庫） 田　中　作　司（京　都） 中　野　博　之（大　阪） 中　野　博　之（大　阪） 佐　竹　次　郎（大　阪）

２位 森　山　年　章（兵　庫） 森　山　年　章（兵　庫） 入　江　正　義（大　阪） 入　江　正　義（大　阪） 中　野　博　之（大　阪）

３位 井　上　義　信（大　阪） 内　田　義　一（兵　庫） 細　田　一　仁（大　阪） 内　田　義　一（兵　庫） 田　中　満　昭（兵　庫）

４位 酒　井　　　 仁（兵　庫） 内　田　義　一（兵　庫） 細　田　一　仁（大　阪） 細　田　一　仁（大　阪）

５位 上　田　恭　義（大　阪） 森　山　年　章（兵　庫） 内　海　　　 茂（大　阪） 入　江　正　義（大　阪）

６位 寺　本　　　 修（大　阪） 上　田　恭　義（大　阪） 井　上　義　信（大　阪） 銭　　　 安　武（大　阪）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
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関西選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 9月9日(日) 9月15日(日) 9月7日(日) 9月5日(日) 9月4日(日)

主　管 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟

１位 安　福　浩　二（大　阪） 中　武　克　雄（大　阪） 島　津　忠　久（京　都） 田　口　雅　一（大　阪） 江　口　浩　之（大　阪）

２位 神　田　宣　儀（　　　　） 前 田　佳壽彦（兵　庫） 石　原　和　弥（兵　庫） 義　田　貴　伺（大　阪） 平　田　　　 隆（京　都）

３位 前 田　佳壽彦（兵　庫） 神　田　宜　儀（　　　　） 猿　山　直　史（大　阪） 清　永　真　也（大　阪） 須　賀　玄　集（京　都）

４位 三　木　幸　宣（兵　庫） 石　原　和　弥（兵　庫） 神　田　宜　儀（　　　　） 須　賀　玄　集（京　都） 森　内　至　夫（大　阪）

５位 義　田　貴　伺（大　阪） 田　口　雅　一（大　阪） 北　村　智　昭（兵　庫） 小　柴　良　介（兵　庫） 小　柴　良　介（兵　庫）

６位 小　森　康　正（京　都） 二　宮　　　 崇（京　都） 二　宮　　　 崇（京　都） 長　崎　義　勝（大　阪） 榊　原　貴　裕（大　阪）

１位 木 村　美由紀（大　阪） 鷲　山　美　紀（大　阪） 今　村　潤　子（大　阪） 神　田　知　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪）

２位 神　田　知　子（大　阪） 児 島　多賀子（大　阪） 木　村　幸　子（大　阪） 木　村　幸　子（大　阪）

３位 フィオナ・ミラインス（　） 寺　内　里　実（兵　庫） 児 島　多賀子（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪）

４位 岡　村　和　英（兵　庫） 松　村　京　子（大　阪）

５位 大 倉　志満恵（大　阪） 篠　原　みゆき（兵　庫）

６位 白　岩　篤　子（　　　　）

１位 中　山　　　 忍（兵　庫） 仲　田　孝　弘（京　都） 福　武　敬　造（　　　　） 酒　井　隆　典（大　阪）

２位 武　村　秀　也（大　阪） 妙瀬田　安 通（大　阪） 妙瀬田　安 通（大　阪） 吉　川　博　次（大　阪）

３位 山　田　一　幸（　　　　） 石　川　摂　夫（兵　庫） 梶　田　明　裕（京　都） 泉　　　 昌　弘（大　阪）

４位 山　田　一　幸（　　　　） 妙瀬田　安 通（大　阪）

５位 石　川　摂　夫（兵　庫） 滝　口　祐　作(和歌山）

６位 林　　　 修　司（兵　庫） 百　々　勝　志（兵　庫）

１位 宇　野　　　 譲（大　阪） 寺　内　省　三（京　都） 上　田　恭　義（大　阪） 中　山　　　 忍（兵　庫）

２位 鍛治屋　正 美（大　阪） 芦　田　博　文（兵　庫） 田　中　作　司（京　都） 宮　越　康　裕（大　阪）

３位 北　井　洋　一（兵　庫） 北　井　洋　一（兵　庫） 鍛治屋　正 美（大　阪） 入　江　正　義（大　阪）

４位 与那嶺　　　晃（大　阪）

５位 小　俣　忠　史（大　阪）

６位 中　畑　俊　朗（大　阪）

１位 樽　見　恒　生（大　阪） 森　山　年　章（大　阪） 森　山　年　章（大　阪） 森　山　年　章（大　阪）

２位 森　山　年　章（大　阪） 内　田　義　一（兵　庫） 内　田　義　一（兵　庫） 内　田　義　一（兵　庫）

３位 内　田　義　一（兵　庫） 博　多　良　晴（兵　庫） 井　上　義　信（大　阪） 井　上　義　信（大　阪）

４位 樽　見　恒　生（大　阪）

５位 増　井　昭　夫（兵　庫）

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 9月7日(日)

主　管 京都府ボディビル連盟

１位 川　本　　　 勝（大　阪） 井　上　　　 浩（大　阪） 小　杉　　　 星（大　阪） 岩 尾　雄一郎（大　阪） 奥　村　武　司（大　阪）

２位 武　村　秀　也（大　阪）

３位 江　口　浩　之（大　阪）

女　子 １位 岡　本　ゆう子（大　阪） 関　　　 雅　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 野　間　春　美（大　阪） 今　村　直　子（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年

男　子 １位 村　上　武　司（大　阪） 高　尾　克　巳（京　都） 今　中　直　博（大　阪） 山　中　　　 徹（大　阪） 吉　賀　俊　行（大　阪）

女　子 １位 鍵 谷　佳陽子（大　阪） 水　野　佳　子（兵　庫） 石　田　朋　子（大　阪） 藤　森　ゆりか（大　阪） 津　田　邦　子（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年 １９９０年

男　子 １位 上　山　成　昭（兵　庫） 浅　井　　　 仁（和歌山） 和　田　正　隆（大　阪） 末　永　和　政（大　阪） 林　　　 和　久（大　阪）

女　子 １位 荒　木　真　弓（京　都） 三　好　美　鈴（京　都） 石　田　正　子（京　都） 樋　爪　雅　子（大　阪） 中　本　則　恵（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 １９８１年 １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年

男　子 １位 押　方　兼　二（兵　庫） 松　原　　　 博（大　阪） 亀　山　芳　信（岡　山） 森　本　　　 潔（大　阪） 大　谷　浩　司（京　都）

女　子 １位 谷　本　相　子（京　都）

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 １９７６年 １９７７年 １９７８年 １９７９年 １９８０年

男　子 １位 長　宗　五十夫（兵　庫） 東海林　　　徹（兵　庫） 栗　井　直　樹（大　阪） 塚　本　猛　義（大　阪） 小　山　裕　史（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 １９７４年 １９７５年

男　子 １位 石　神　日出喜（兵　庫） 木　本　五　郎（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子

女　子
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月4日(日)

主　管 兵 庫 県 連 盟

１位 松　下　俊　将（大　阪）

２位 西　谷　義　雄（兵　庫）

３位 中　出　裕　己（滋　賀）

４位 芦　田　博　文（兵　庫）

５位 平　柳　康　祐（滋　賀）

６位 野　津　      正（大　阪）

１位 中　野　博　之（大　阪）

２位 山　本　浩　平（大　阪）

３位 丸　山　泰　正（大　阪）

４位 椋　木　      礼（兵　庫）

５位 森　本　繁　洋（兵　庫）

６位 和　田　恭　一（大　阪）

１位 北　中　基　伸（滋　賀）

２位 桝　富　正　紀（大　阪）

３位 山　路　康　祐（和歌山）

４位 山　野　      傑（大　阪）

５位 坂　下　健　吾（兵　庫）

６位 坂　口　俊　司（大　阪）

１位 小　田　将　也（兵　庫）

２位 城　野　恒　嘉（滋　賀）

３位 渡　辺　浩　光（兵　庫）

４位 泉　      昌　弘（大　阪）

５位 片　浦　英　則（兵　庫）

６位 田　中　秀　樹（和歌山）

１位 酒　井　隆　典（大　阪）

２位 Lu Laurence Jason（滋賀）

３位 村　田　征　也（大　阪）

４位 山　田　和　章（滋　賀）

５位 青　木　由　希（滋　賀）

６位 花　房　裕　内（兵　庫）

１位 柴　田　智　史（京　都）

２位 岡　田　陽　介（大　阪）

３位 藤　田　勇　人（和歌山）

４位 高　山　      覚（大　阪）

５位 片　岡　宏　樹（兵　庫）

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
75kg級

関西クラス別選手権大会 入賞者一覧表

男　子
55kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
60kg級
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関西クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月28日(日) 9月9日(日) 9月8日(日) 8月31日(日) 8月23日(日)

主　管 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 大　阪　連　盟 京 都 府 連 盟

１位 椿　     正　範（大　阪） 森　本　繁　洋（兵　庫）

２位 酒　井　     仁（大　阪） 酒　井　     仁（大　阪）

３位 西　谷　義　雄（兵　庫） 宮　前　豊　隆（大　阪）

４位 宮　前　豊　隆（大　阪） 西　谷　義　雄（兵　庫）

５位 芦　田　博　文（兵　庫） 松　下　俊　将（大　阪）

６位 松　下　俊　将（大　阪） 吉　嶋　貴　彦（大　阪）

１位 北 川　景太朗(京　都) 椿　　　 正　範（大　阪） 祖　田　孝　志（大　阪） 原　     裕　幸（大　阪） 松　田　恭　一（大　阪）

２位 北　郷　善　昌(大　阪) 中　村　大　希（大　阪） 宇治澤　亮 二（大　阪） 中　野　博　之（大　阪） 中　野　博　之（大　阪）

３位 原　　　 裕　幸(大　阪) 森　本　繁　洋（兵　庫） 森　本　繁　洋（兵　庫） 杉　本　直　也（大　阪） 高　橋　英　治（京　都）

４位 作　栄　賢　治(大　阪) 宇治澤　亮 二（大　阪） 芦　田　博　文（兵　庫） 惠　口　雅　博（大　阪） 山　野　     傑（大　阪）

５位 井野川　基 知(大　阪) 松　下　俊　将（大　阪） 石　塚　　　 修（兵　庫） 松　田　恭　一（大　阪） 宇治澤　亮 二（大　阪）

６位 森　本　繁　洋(兵　庫) 芦　田　博　文（兵　庫） 西　谷　義　雄（兵　庫） 正　木　靖　彦（大　阪） 生　田　禎　明（大　阪）

１位 嶽　　　 美　秀(兵　庫) 杉　田　智　哉（大　阪） 川　辺　　　 仁（大　阪） 田　中　義　法（大　阪） 松　原　繁　夫（大　阪）

２位 田　中　義　法(大　阪) 田　中　義　法（大　阪） 井野川　基 知（大　阪） 松　原　繁　夫（大　阪） 吉　田　倫　徳（大　阪）

３位 吉　田　倫　徳(大　阪) 大　島　英　樹（兵　庫） 吉　田　倫　徳（大　阪） 吉　田　倫　徳（大　阪） 坂　下　健　吾（兵　庫）

４位 中　野　博　之(大　阪) 阪　口　俊　司（大　阪） 田　中　義　法（大　阪） 真　嶋　康　史（兵　庫） 坂　口　俊　二（大　阪）

５位 南　方　大　毅(和歌山) 田 島　賢太郎（兵　庫） 大　島　英　樹（兵　庫） 坂　下　健　吾（兵　庫） 福　村　勇　人（京　都）

６位 坂　下　健　吾(兵　庫) 代　谷　健　次（兵　庫） 椿　　　 正　範（大　阪） 田　島　賢太郎（兵　庫） 山　路　康　祐（和歌山）

１位 佐名木　宗 貴(大　阪) 太　田　研　二（京　都） 道　田　泰　三（大　阪） 杉　田　智　哉（大　阪） 与那嶺　晃 一（大　阪）

２位 松　原　繁　夫(大　阪) 鎌　田　善　弘（京　都） 杉　田　智　哉（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪） 城　野　恒　嘉（滋　賀）

３位 坂　口　俊　司(大　阪) 山　路　康　祐（和歌山） 坂　口　俊　司（大　阪） 坂　口　俊　司（大　阪） 泉　     昌　弘（大　阪）

４位 山　路　康　祐(和歌山) 村　上　勝　英（大　阪） 北　中　基　伸（滋　賀） 与那嶺　晃 一（大　阪） 鯵　本　裕　英（京　都）

５位 鯵　本　裕　英(京　都) 紺　谷　淳　一（滋　賀） 城　野　恒　嘉（大　阪） 吉　川　幸　男（大　阪） 隅　田　憲　正（滋　賀）

６位 鎌　田　善　弘(京　都) 鰺　本　裕　英（京　都） 樋　上　耕　平（大　阪） 小　田　将　也（兵　庫） 吉　川　幸　男（大　阪）

１位 田　中　良　一(大　阪) 玉　木　洋　平（兵　庫） 大　原　健　吾（大　阪） 金　田　昭　人（兵　庫） 新　藤　健　次（和歌山）

２位 大　原　健　吾(大　阪) 大　原　健　吾（大　阪） 金　田　昭　人（兵　庫） 岡　崎　和　也（大　阪） 長谷川　　　武（滋　賀）

３位 花　谷　俊　明(大　阪) 花　房　裕　内（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 新　藤　健　次（和歌山） 山　田　和　章（滋　賀）

４位 花　房　裕　内(兵　庫) 新　藤　健　次（和歌山） 進　藤　健　次（和歌山） 花　房　裕　内（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

５位 泉　　　 昌　弘(大　阪) 泉　　　 昌　弘（大　阪） 岡　崎　和　也（京　都） 泉　     昌　弘（大　阪） 花　房　裕　内（兵　庫）

６位 太　田　研　二(京　都) 金　田　昭　人（兵　庫） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 道　田　泰　三（大　阪） 百　々　勝　志（兵　庫）

１位 松　岡　　　 啓(大　阪) 井　上　博　樹（大　阪） 田　中　良　一（大　阪） 松　岡　     啓（大　阪） 佐　藤　道　郎（兵　庫）

２位 岸　岡　智　久(大　阪) 平　木　　　 翔（兵　庫） 岸　岡　智　久（大　阪） 岸　岡　智　久（大　阪） 高　山　     覚（大　阪）

３位 佐　藤　道　郎(兵　庫) 岸　岡　智　久（大　阪） 平　木　　　 翔（兵　庫） 佐　藤　道　郎（兵　庫） 菅　野　元　気（大　阪）

４位 田　野　和　也(京　都) 中　西　正　樹（大　阪） 橋　本　治　樹（大　阪） 中　西　正　樹（大　阪） 津　田　佳　明（滋　賀）

５位 大　崎　　　 徳(大　阪) 佐　藤　道　朗（兵　庫） 津　田　佳　明（滋　賀） 赤　木　卓　也（大　阪） 片　岡　宏　樹（兵　庫）

６位 高　山　　　 覚(大　阪) 新　井　靖　弘（兵　庫） 新　井　靖　弘（兵　庫） 新　井　靖　弘（兵　庫） 新　井　靖　弘（兵　庫）

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
55kg級

男　子
60kg級

男　子
65kg級

- 50 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



関西クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月3日(日) 8月19日(日) 9月7日(日) 8月30日(日) 8月29日(日)

主　管 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟

１位 正　木　靖　彦（大　阪） 川　辺　　　 仁（大　阪） 日　下　哲　也（大　阪） 田　中　作　司（京　都） 坂　下　健　吾（兵　庫）

２位 川　辺　　　 仁（大　阪） 東海林　　　徹（兵　庫） 岡　田　良　彦（大　阪） 田　中　満　昭（兵　庫） 森　本　繁　洋（兵　庫）

３位 東海林　　　徹（兵　庫） 瀧　口　裕　作(和歌山） 森　本　繁　洋（兵　庫） 作　栄　賢　治（大　阪） 赤 星　健次郎（大　阪）

４位 田　中　満　昭（兵　庫） 昌　川　卓　也（大　阪） 田　中　作　司（京　都） 中　野　博　之（大　阪） 作　栄　賢　治（大　阪）

５位 田 中　英次郎（大　阪） 森　本　英　児（大　阪） 東海林　　　徹（兵　庫） 瀧　口　祐　作（和歌山） 田　中　義　法（大　阪）

６位 河　野　健　治（大　阪） 中　村　大　希（大　阪） 西　　　 順　司（　　　　） 酒　井　　　 仁（大　阪）

１位 松　田　栄　一（大　阪） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 山　崎　岳　志（大　阪） 浦　本　眞　明（兵　庫） 原　　　 裕　幸（大　阪）

２位 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 川　辺　　　 仁（大　阪）

３位 福　久　元　氣（兵　庫） 原　　　 裕　幸（大　阪） 坂　口　俊　司（大　阪） 川　辺　　　 仁（大　阪） 嶽　　　 美　秀（兵　庫）

４位 吉　川　博　次（大　阪） 正　木　靖　彦（大　阪） 椿　　　 正　範（大　阪） 福　久　元　氣（兵　庫） 坂　口　俊　司（大　阪）

５位 大　森　穂　高（兵　庫） 荒　牧　友　宏（京　都） 大　森　穂　高（兵　庫） 山　路　康　祐(和歌山）

６位 福　久　元　氣（兵　庫） 大　森　穂　高（兵　庫） 坂　下　健　吾（兵　庫） 中　野　博　之（大　阪）

１位 川　嶋　孝　之（京　都） 仲　本　智　治（大　阪） 宮　崎　晴　行（大　阪） 山　下　賢　二（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪）

２位 鹿　田　博　義（大　阪） 玉　井　正　宏（大　阪） 山　下　賢　二（大　阪） 田　中　良　一（大　阪） 上　田　晋　三（大　阪）

３位 片　浦　英　則（兵　庫） 長谷川　　　武（大　阪） 高　橋　周　作（大　阪） 片　浦　英　則（兵　庫） 城　野　恒　嘉（大　阪）

４位 高　橋　周　作（大　阪） 松　原　繁　夫（大　阪） 八　谷　俊　勝（兵　庫） 鯵　本　裕　英（京　都） 鯵　本　裕　英（京　都）

５位 小　原　　　 章（大　阪） 高　橋　周　作（大　阪） 鹿　田　博　義（大　阪） 八　谷　俊　勝（兵　庫） 金　田　豊　和（大　阪）

６位 片　浦　英　則（兵　庫） 鰺　本　裕　英（京　都） 鹿　田　博　義（大　阪） 高　橋　周　作（大　阪）

１位 酒　井　隆　典（大　阪） 中　野　定　明（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪） 玉　井　正　宏（大　阪）

２位 中　野　定　明（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪） 宮　崎　晴　行（大　阪） 大　原　健　吾（大　阪）

３位 大　原　健　吾（大　阪） 大　原　健　吾（大　阪） 大　原　健　吾（大　阪） 田　野　和　也（京　都） 田　中　良　一（大　阪）

４位 横　田　一　彦（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 羽　田　　　 篤（京　都） 横　田　一　彦（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

５位 吉　村　泰　豪（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪） 村　田　征　也（大　阪） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 井　上　義　雄（大　阪）

６位 坂　本　　　 浩（大　阪） 横　田　一　彦（兵　庫） 百　々　勝　志（兵　庫） 上　田　晋　三（大　阪） 大　崎　　　 徳（大　阪）

１位 辻　田　　　 勲（大　阪） 酒　井　隆　典（大　阪） 増　田　卓　也（大　阪） 西 條　正太郎（大　阪） 佐　藤　弘　人（大　阪）

２位 渡　辺　浩　光（兵　庫） 佐　藤　弘　人（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪） 葉　山　啓　応（兵　庫）

３位 福　武　敬　造（兵　庫） 義　田　貴　伺（大　阪） 清　永　真　也（大　阪） 葉　山　啓　応（兵　庫） 岸　岡　智　久（大　阪）

４位 高　山　　　 覚（大　阪） 河　合　正　浩（京　都） 清　水　真　也（大　阪） 赤　木　卓　也（大　阪）

５位 花　谷　俊　明（大　阪） 花　谷　俊　明（大　阪）

６位 ｽﾐｻﾞｰｽ ﾗｲｱﾝ（大　阪） 坂　本　　　 浩（大　阪）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級
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関西クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月25日(日) 8月31日(日) 8月22日(日) 8月21日(日)

主　管 兵庫県ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 兵庫県ボディビル連盟

１位 北　村　弘　行（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 大　島　英　樹（兵　庫）

２位 松　田　栄　一（大　阪） 照　屋　正　晃（大　阪） 荒　牧　友　宏（京　都） 東海林　　　徹（兵　庫）

３位 岩　尾　佳　穀（　　　　） 松　田　栄　一（大　阪） 福　久　元　氣（兵　庫） 照　屋　正　晃（大　阪）

４位 椿　　　 正　範（大　阪） 田　中　満　昭（兵　庫）

５位 石　田　彰　雄（大　阪） 川　辺　　　 仁（大　阪）

６位 田　中　達　也（　　　　） 九　鬼　敏　生（大　阪）

１位 橋　本　将　之（京　都） 与那嶺　晃 一（大　阪） 矢　尾　　　 誠（京　都） 山　下　賢　二（大　阪）

２位 小　原　　　 章（大　阪） 北　村　弘　行（兵　庫） 山　下　賢　二（大　阪） 丸　山　貴　弘（京　都）

３位 中　山　　　 忍（兵　庫） 泉　　　 正　志（大　阪） 中　山　　　 忍（兵　庫） 嶽　　　 美　秀（兵　庫）

４位 原　　　 浩　幸（　　　　） 立　川　　　 知（京　都）

５位 横　谷　茂　雄（大　阪） 福　久　元　氣（兵　庫）

６位 上　田　佳　宏（大　阪） 中　山　　　 忍（兵　庫）

１位 雲　田　美　彦（兵　庫） 光　明　宏　彰（大　阪） 高　垣　　　 徹(和歌山） 榊　原　貴　裕（大　阪）

２位 光　明　宏　彰（大　阪） 小　原　　　 章（大　阪） 松　原　繁　夫（大　阪） 泉　　　 正　志（大　阪）

３位 久　保　晴　紀（大　阪） 貝　原　勝　幸（京　都） 河　野　厚　志（京　都） 松　原　繁　夫（大　阪）

４位 山　崎　康　二（大　阪） 小　原　　　 章（大　阪）

５位 藤　原　　　 弘（　　　　） 高　橋　周　作（大　阪）

６位 高　橋　周　作（大　阪） 河　野　厚　志（京　都）

１位 石　原　和　弥（兵　庫） 南　　　 秀　樹（兵　庫） 須　賀　玄　集（京　都） 北　村　智　昭（兵　庫）

２位 伊　藤　匡　哉（　　　　） 植　戸　友　彦（　　　　） 仲　田　孝　弘（京　都） 中　野　定　明（大　阪）

３位 山　本　国　光（　　　　） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 堀　尾　直　太（　　　　） 山　崎　康　二（大　阪）

４位 　 吉　村　泰　豪（大　阪）

１位 神　田　宜　儀（　　　　） 小　柴　良　介（兵　庫） 平　田　　　 隆（京　都） 三　宅　泰　門（兵　庫）

２位 佐　藤　弘　人（大　阪） 長　崎　義　勝（大　阪） 三　宅　泰　門（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

３位 小　柴　良　介（兵　庫） 小　井　義　和（富　山） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 福　武　敬　造（兵　庫）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
75kg超級

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月21日(日)

主　管 大　阪　連　盟

１位 髙　橋　悠　希（大　阪）

２位 末　松　純　一（京　都）

３位 中　      亮　介（個　人）

４位 高　崎　節　男（個　人）

５位 西　村　雄　矢（個　人）

６位 松　尾　隆　浩（大　阪）

１位 紺　谷　淳　一（個　人）

２位 東　      武　夫（個　人）

３位 片　岡　秀　誠（個　人）

４位 住　田　禎　文（大　阪）

５位 田　野　      陽（個　人）

６位 山　野　      傑（大　阪）

１位 村　田　征　也（大　阪）

２位 住　永　一　真（個　人）

３位 小　幡　雄　大（個　人）

４位 堂　野　耕　一（個　人）

５位 辻　野　高　明（個　人）

６位 位　田　智　司（大　阪）

１位 上　中　一　司（個　人）

２位 源　石　真　人（個　人）

３位 伊　藤　      孝（個　人）

４位 伊　藤　大　輔（個　人）

５位 森　本　健　勇（個　人）

６位 長　木　壮　矢（個　人）

１位 髙　橋　悠　希（大　阪）

２位 村　田　征　也（大　阪）

３位 紺　谷　淳　一（個　人）

４位 上　中　一　司（個　人）

１位 小　紫　かおり（個　人）

２位 中　澤　典　子（個　人）

３位 岩　見　範　子（個　人）

４位 清　原　礼　子（個　人）

１位 岸　田　      恵（個　人）

２位 横 田　なおみ（個　人）

３位 竹 内　佳須美（個　人）

１位 田　中　絢　子（個　人）

２位 小　川　美　衣（滋　賀）

３位 福　島　麻　里（大　阪）

４位 関　     貴　子（個　人）

１位 岸　田　      恵（個　人）

２位 田　中　絢　子（個　人）

３位 小　紫　かおり（個　人）

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm超

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

関西オープン選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm超

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm級

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
168cm級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 5月29日(日)

１位 Fernando Jeffry Bonar（個人）

２位 高　橋　稔　典（大　阪）

３位 安　田　大　介（大　阪）

４位 齋　藤　博　一（大　阪）

５位 西　谷　義　雄（兵　庫）

６位 和　田　恭　一（大　阪）

１位 手　島　秀　貴（大　阪）

２位 大　濱　和　也（個　人）

３位 新江田　宏 樹（個　人）

４位 平　山　克　士（個　人）

５位 宇治澤　亮 二（大　阪）

６位 迫　田　哲　也（個　人）

１位 中　山　辰　也（個　人）

２位 浅　野　博　昭（三　重）

３位 池　永　純　一（個　人）

４位 奈　良　      裕（大　阪）

５位 筒　井　清　隆（個　人）

６位 山　口　貴　臣（大　阪）

１位 堀　本　淳　治（大　阪）

２位 菅　　　真旅人（個　人）

３位 三　木　善　雄（大　阪）

４位 木　村　隆　夫（大　阪）

５位 山　本　文　昭（大　阪）

１位 矢　野　勝　己（大　阪）

２位 藤　島　輝　幸（大　阪）

３位 大　崎　　　 徳（大　阪）

４位 正　井　大　紀（個　人）

５位 光　明　佑　太（大　阪）

１位 田　村　宜　丈（個　人）

２位 前　田　     竜（個　人）

３位 中　畑　     惇（個　人）

４位 Ｓucahyo Ｓigit（個　人）

５位 竹　井　祐　二（広　島）

６位 大　島　英　樹（兵　庫）

１位 山　川　     唯（滋　賀）

２位 山　本　祐　輔（個　人）

３位 紺　谷　淳　一（個　人）

４位 田　中　英　樹（福　岡）

５位 住　田　禎　文（大　阪）

６位 米　田　将　司（兵　庫）

１位 堂　野　耕　一（個　人）

２位 渡　邊　貴　将（個　人）

３位 大久保　徳 之（佐　賀）

４位 泉　     昌　弘（大　阪）

５位 井　上　誠　也（大　阪）

６位 張　          坤（個　人）

１位 仲　     祐　丞（大　阪）

２位 井上ｼﾞｭﾆｱｵﾘｳﾞｪｲﾗ（個人）

３位 佐 伯　伊都企（個　人）

４位 岡　田　実　成（個　人）

５位 上　中　一　司（個　人）

６位 濱　口　大　輔（個　人）

１位 魚　原　     大（個　人）

２位 寺　崎　一　宏（個　人）

３位 藤　井　拓　之（大　阪）

４位 菊　田　浩　二（個　人）

ｸﾗｼｯｸ
ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ
175cm超

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
168cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
172cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
176cm超

ｸﾗｼｯｸ
ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ
175cm級

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｯﾄﾈｽ

大阪オープン選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｸﾗｼｯｸ
ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ
165cm級

ｸﾗｼｯｸ
ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ
168cm級

ｸﾗｼｯｸ
ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ
171cm級
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大阪オープン選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

１位 矢 野　かずみ（東　京）

２位 小　紫　かおり（個　人）

３位 竜　岡　千　佳（個　人）

４位 冨　田　や　よ（個　人）

５位 森　           梓（個　人）

６位 井　村　智　子（個　人）

１位 佐　藤　恵　美（個　人）

２位 下　村　裕　希（個　人）

３位 岡　部　美　英（個　人）

４位 潤　　　美和子（東　京）

５位 横 田　なおみ（個　人）

６位 濱　田　明　佳（個　人）

１位 小　川　美　衣（滋　賀）

２位 関　     貴　子（個　人）

３位 田　中　絢　子（個　人）

４位 山　本　早　紀（個　人）

５位 星　川　まり子（大　阪）

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm超

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

158cm級

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

163cm級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 7月10日(日)

主　管 大　阪　連　盟

１位 廣　橋　鈴　代（大　阪）

２位 小　紫　かおり（兵　庫）

３位 篠　原　みゆき（兵　庫）

１位 山　本　恵　理（滋　賀）

２位 海老原　久 実（兵　庫）

３位

１位 星　川　まり子（大　阪）

２位

３位

１位 廣　橋　鈴　代（大　阪）

２位 山　本　恵　理（滋　賀）

３位 星　川　 まり子（大　阪）

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 6月19日(日) 7月29日(日) 6月23日(日) 7月20日(日) 6月28日(日)

主　管 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 大 阪 連 盟 京 都 府 連 盟 大 阪 連 盟

１位 吉 田　奈美恵（個　人） 森 本　絵梨奈（大　阪）

２位 篠　原　みゆき（兵　庫）

３位

１位 広　橋　鈴　代（大　阪） 杉 浦　能理子（京　都） 太 田　美貴子（京　都） 谷　口　ナオミ（個　人） 星 宮　有智子（京　都）

２位 太 田　美貴子（個　人） 太 田　美貴子（個　人） 谷　口　ナオミ（個　人） 星 宮　有智子（京　都） 山　本　恵　理（滋　賀）

３位 機　谷　礼　美（兵　庫） 岸　田　　　 恵（個　人） 岸　田　     恵（個　人）

４位 新 井　佳津子（個　人） 谷　口　ナオミ（個　人） 乃　村　幸　子（個　人）

５位 藤　原　成　子（個　人） 星 宮　有智子（大　阪）

６位 ≪160cm級≫

１位 加　福　明　子（個　人） 加　福　明　子（個　人） 高 栄　佐規子（大　阪） 関　　　 貴　子（大　阪） 城　戸　雅　代（大　阪）

２位 野　田　真　奈（個　人） 野　田　真　奈（個　人） 沢　木　教　子（大　阪）

３位 城　戸　雅　代（個　人） 高 栄　佐規子（大　阪） 坂　口　優　子（大　阪）

４位 岸　田　　　 恵（個　人） 陳　　　 良　香（個　人）

５位 杉 浦　能理子（京　都） 河　合　ゆみ子（個　人）

６位 陳　　　 良　香（個　人）

≪160cm超級≫

１位 谷　口　ナオミ（個　人）

２位 関　　　 貴　子（大　阪）

３位 吉 田　奈美恵（大　阪）

１位 野　田　真　奈（個　人） 菊　池　智　子（大　阪）

２位 杉 浦　能理子（京　都）

３位 ≪オーバーオール≫

１位 太 田　美貴子（個　人） 藤　原　成　子（個　人） 木　村　佳　子（個　人） 乃　村　幸　子（個　人） 土 師　智恵美（兵　庫）

２位 藤　原　成　子（個　人） 木　村　まき子（京　都） ≪オーバーオール≫ 土 師　智恵美（個　人） ≪オーバーオール≫

３位 ≪オーバーオール≫ ≪オーバーオール≫

１位 城　戸　雅　代（個　人）

２位 杉 浦　能理子（京　都）

３位

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
163cm超

ｵｰﾊﾞｰ
ｵｰﾙ

ミス
ﾌｨｯﾄﾈｽ
160cm超

健康美
ｵｰﾌﾟﾝ
160cm

健康美
ｵｰﾌﾟﾝ

160cm超

関西フィットネス選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
163cm級

関　西
ｵｰﾌﾟﾝ

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
158cm級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
158cm級

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
163cm級

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
163cm
超級
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関西フィットネス選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 8月27日(日) 8月12日(日) 9月5日(日)

主　管 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟

１位 千　守　由　紀（大　阪） 岸　田　　　 恵（京　都） 岡　本　早　織（大　阪） 野　田　真　奈（個　人）

２位 岸　田　　　 恵（京　都） 土　居　恵　理（大　阪） 土　居　恵　理（大　阪） 杉 浦　能理子（京　都）

３位 土　居　恵　理（大　阪） 土 井　美貴子（　　　　）

４位 柴　田　　　桂（　　　　）

５位 木　村　まき子（京　都）

６位 藤　原　成　子（　　　　）

〔健康美関西ｵｰﾌﾟﾝ〕

１位 吉　岡　みどり（京　都） 田　中　綾　子（大　阪） 岡　本　　　 薫（個　人） 堀之内 かおり（　　　　）

２位 田　守　桃　子（大　阪） 北　村　　　 純（個　人） 新 井　佳津子（　　　　）

３位 千　守　由　紀（大　阪） 〔160cm級〕

４位 土　居　恵　理（大　阪）

１位 中　林　優　子（大　阪） 新　井　敬　子（大　阪） 児 島　多賀子（大　阪） 樫　尾　仁　美（　　　　）

２位 土　居　恵　理（大　阪） 野　田　真　奈（　　　　）

３位 岸　田　　　 恵（京　都） 岸　田　　　 恵（京　都）

４位 岡　本　早　織（大　阪） 城　戸　雅　代（　　　　）

５位 中　林　優　子（大　阪） 杉 浦　能理子（京　都）

６位 木　村　まき子（京　都） 加　福　明　子（　　　　）

〔160cm超級〕

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月26日(日) 9月8日(日) 8月24日(日) 6月13日(日) 8月28日(日)

主　管 京都府ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 大阪ボディビル連盟 京都府ボディビル連盟

ミス総合 １位 西　田　　　 香（大　阪） 田　守　桃　子（大　阪）

１位 浜　田　　　 薫（大　阪） 菊　池　智　子（大　阪）

２位 神　口　陽　子（大　阪）

３位 若　林　雪　乃（大　阪）

１位 西　田　　　 香（大　阪） 田　守　桃　子（大　阪）

２位 吉　岡　みどり（京　都）

３位 楠　本　美　穂（大　阪）

４位 千　守　由　紀（大　阪）

５位 岡　本　拡　子（　　　　）

ミ　ス
160cm級

ミ　ス
160cm
超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ミ　ス

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
164cm級

ボディ
ﾌｨｯﾄﾈｽ
164cm
超級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月4日(日)

主　管 広 島 県 連 盟

１位 亀　家　浩　一（鳥　取）

２位 後　藤　　　 誠（香　川）

３位 神　崎　倫　典（岡　山）

４位 丹生谷　尚 宏（愛　媛）

５位 上　本　雅　矢（広　島）

６位 林　　　 明　正（広　島）

１位 中　浜　貴　昌（広　島）

２位 平　田　　　 玲（愛　媛）

３位 片　岡　広　明（鳥　取）

４位 細　田　伸　司（鳥　取）

５位 田　本　浩　二（鳥　取）

６位 長　町　裕　一（岡　山）

１位 谷　口　誠　二（鳥　取）

２位 竹　本　直　央（愛　媛）

３位 太　治　憲　男（広　島）

４位 中　西　敏　昭（広　島）

５位 川　西　　　 毅（広　島）

６位 加　藤　　　 潤（広　島）

１位 徳　岡　優　生（広　島）

２位 藤　原　基　晴（岡　山）

３位 福　山　慎　吾（愛　媛）

４位 町　田　広　貴（広　島）

５位 有　政　秀　康（山　口）

６位 藤　原　雅　巳（岡　山）

１位 江　川　裕　二（広　島）

２位 八　尾　裕　治（鳥　取）

３位 大工園　　　隼（愛　媛）

４位 河　田　卓　也（山　口）

５位 神　原　克　彦（山　口）

６位 岡　　　 育　宏（山　口）

１位 西　村　公　行（愛　媛）

２位 大　田　将　人（広　島）

３位 粟　屋　英　一（山　口）

４位 岡　　　 克　宏（岡　山）

５位 橋　本　治　樹（山　口）

１位 佐　藤　智　胤（広　島）

２位 竹　井　裕　二（広　島）

３位 ｽﾁｬｰﾖ ｼｷﾞﾄ（岡　山）

４位 前　田　　　 竜（岡　山）

５位 小　椋　俊　樹（鳥　取）

６位 神　領　隆　次（広　島）

１位 鞍　掛　祥　久（広　島）

２位 柏　原　健　志（広　島）

３位 石　王　　　 覚（島　根）

４位 杉　山　隆　史（広　島）

５位 戸　谷　錠　治（島　根）

６位 下　瀬　　　 徹（広　島）

１位 坂　本　愛　美（愛　媛）

２位 田　中　優　希（香　川）

３位 久 米　亜寿香（広　島）

４位 松　村　実　紀（鳥　取）

５位 岡　田　美　子（鳥　取）

６位 堤　　　 啓　子（福　岡）

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

ﾒ ﾝ ｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
170cm級

ﾒ ﾝ ｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ
170cm超

中国・四国選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
55kg級

男　子
60kg級

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ
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中国・四国選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 7月17日(日) 8月19日(日) 8月11日(日) 8月17日(日) 8月2日(日)

主　管 岡山県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟 鳥 取 県 連 盟 広 島 県 連 盟 鳥 取 県 連 盟

男子総合 １位 村　重　典　昭(山　口)

１位 亀　家　浩　一（鳥　取） 亀　家　浩　一(鳥　取)

２位 神　崎　倫　典（岡　山） 上　野　清　文(広　島)

３位 岩　田　博　和（広　島） 市　原　康　仁(徳　島)

４位 上　野　清　文（広　島） 遠　藤　克　志(鳥　取)

５位 林　　　 明　正（広　島） 房　安　悠　太(鳥　取)

１位 亀　家　浩　一(鳥　取) 中　浜　貴　昌（広　島） 木　村　和　昭(岡　山) 門　脇　祐　二（鳥　取） 門　脇　祐　二(鳥　取)

２位 平　田　　　 玲(愛　媛) 亀　家　浩　一（鳥　取） 門　脇　祐　二(鳥　取) 中　浜　貴　昌（広　島） 黒　川　宏　太(岡　山)

３位 上　田　恒　夫(山　口) 早　田　憲　法（広　島） 亀　家　　浩一(鳥　取) 平　田　　　 玲（愛　媛） 平　田　　　 玲(香　川)

４位 溝　渕　晃　治(広　島) 上　田　恒　夫（山　口） 吉　村　宗　哲(山　口) 早　田　憲　法（広　島） 神　崎　倫　典(岡　山)

５位 市　原　康　仁(徳　島) 井　上　和　義（鳥　取） 平　田　　　 玲(愛　媛) 神　崎　省　光（岡　山） 細　田　伸　司(鳥　取)

６位 森　　　 信　二(徳　島) 松　隂　唯　之（広　島） 細　田　伸　司(鳥　取) 中　村　雅　美（広　島） 安　藤　文　博(愛　媛)

１位 谷　口　誠　二(鳥　取) 谷　口　誠　二（鳥　取） 西　本　祐　也(岡　山) 大　坂　圭　一（徳　島） 谷　口　誠　二(鳥　取)

２位 渡　辺　紀　之(鳥　取) 佐　貫　　　  剛（山　口） 谷　口　誠　二(鳥　取) 渡　邊　　　 智（山　口） 松　本　辰　也(鳥　取)

３位 太　治　憲　男(広　島) 大　西　一　正（山　口） 佐　貫　　　 剛(山　口) 田　上　圭　一（徳　島） 川　西　　　 毅(広　島)

４位 松　本　辰　也(鳥　取) 西　本　祐　也（岡　山） 中　嶋　　　 吏(鳥　取) 長　町　裕　一（岡　山） 中　嶋　　　 吏(鳥　取)

５位 東　條　聡　平(徳　島) 木　村　竜　一（愛　媛） 勝　部　　　 薫(鳥　取) 川　品　浩　樹（広　島） 渡　辺　紀　之(鳥　取)

６位 長　町　裕　一(岡　山) 太　治　憲　男（広　島） 宮　崎　　　 尊(鳥　取) 東　條　聡　平（徳　島） 田　上　圭　一(徳　島)

１位 赤　山　　　 亨(岡　山) 片　岡　敏　徳（岡　山） 北　野　大　輔(鳥　取) 江　川　裕　二（広　島） 西　本　祐　也(岡　山)

２位 片　岡　敏　徳(岡　山) 三　好　達　朗（香　川） 藤　原　基　晴(岡　山) 藤　原　基　晴（岡　山） 藤　原　基　晴(岡　山)

３位 藤　原　基　晴(岡　山) 新　崎　真　宜（岡　山） 渡　邊　　　 智(山　口) 神　崎　真　宜（岡　山） 中　川　孝　司(鳥　取)

４位 北　野　大　輔(鳥　取) 渡　邊　　　 智（山　口） 渡　辺　紀　之(鳥　取) 神　原　克　彦（山　口） 北　野　大　輔(鳥　取)

５位 三　好　達　郎(香　川) 中　川　孝　司（鳥　取） 山　手　勝　信（広　島） 渡　邊　　　 智(山　口)

６位 渡　邊　　　 智(山　口) 坂　　　 剛　典（山　口） 大　田　将　人（広　島） 藤　田　康　夫(島　根)

１位 村　重　典　昭(山　口) 下　田　優　太（山　口） 宮　武　智　和(香　川) 八　尾　裕　治（鳥　取） 赤　山　　　 享(岡　山)

２位 藤　原　裕　輔(岡　山) 岡　　　 育　宏（山　口） 神　﨑　真　宜(岡　山) 宮　島　義　幸（広　島） 八　尾　裕　治(鳥　取)

３位 蒲　生　亘　幸(香　川) 本　間　　　 充（広　島） 神　原　克　彦(山　口) 岡　　　 育　宏（山　口） 宮　島　義　幸(広　島)

４位 木　下　要　介(鳥　取) 宮　島　義　幸（広　島） 木　下　要　介(鳥　取) 今　津　史　朗（香　川） 岡　　　 育　宏(山　口)

５位 藤　原　雅　巳(岡　山) 木　下　要　介（鳥　取） 今　津　史　朗(香　川) 蒲　生　亘　幸（香　川） 大　田　将　人(広　島)

６位 新　田　英　明（広　島） 河　田　卓　也(山　口) 益　田　領　介（広　島） 木　下　要　介(鳥　取)

１位 越　智　啓　人(広　島) 内　山　　　 操（広　島） 内　山　　　 操(広　島) 神　田　優　作（愛　媛） 西　村　公　行(愛　媛)

２位 内　山　　　 操(広　島) 粟　田　栄　治（徳　島） 西　村　公　行(広　島) 内　山　　　 操（広　島） 内　山　　　 操(広　島)

３位 神　田　優　作(愛　媛) 神　田　優　作（愛　媛） 新　田　英　明(広　島) 西　村　公　行（広　島） 橋　本　治　樹(山　口)

４位 粟　屋　英　一(山　口) 粟　屋　英　一（山　口） 石　王　　　 覚（島　根） 粟　屋　英　一(山　口)

５位 新　田　英　明(広　島) 越　智　啓　人（広　島） 名　越　智　広（香　川） 新　田　英　明(広　島)

６位 里　村　秀　幸(広　島) 山　本　　　 満（広　島） 難 波　翔太郎(岡　山)

１位 遠 藤　柱生美(鳥　取)

２位 森　　　 伸　子(鳥　取)

３位 岩　崎　笑　子(鳥　取)

４位 岡　田　美　子(鳥　取)

男　子
60kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
55kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

女　子

- 59 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



中国・四国選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 8月27日(日) 8月26日(日) 9月7日(日) 8月23日(日) 8月29日(日)

主　管 岡山県ボディビル連盟 徳島県ボディビル連盟 岡山県ボディビル連盟 広島県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟

１位 亀　山　芳　信（岡　山） 中　山　　　 勇（鳥　取） 木　村　善　幸（岡　山） 大　石　真　治（岡　山）

２位 増　田　和　典（香　川） 竹　本　哲　也（広　島）

３位 木　村　善　幸（岡　山） 木　村　勝　典（鳥　取）

内　山　　　 操（広　島）

平　田　　　 玲（香　川）

１位 木　村　和　昭（岡　山） 中　浜　貴　昌（広　島） 平　田　　　 玲（香　川） 木　村　和　昭（岡　山） 平　田　　　 玲（愛　媛）

２位 中　浜　貴　昌（広　島） 春　藤　敏　文（徳　島） 木　村　和　昭（岡　山） 亀　家　浩　一（鳥　取） 亀　家　浩　一（鳥　取）

３位 春　藤　敏　文（徳　島） 亀　家　浩　一（鳥　取） 亀　家　浩　一（鳥　取） 長谷部　裕 之（徳　島） 松　本　辰　也（鳥　取）

４位 神　崎　省　光（岡　山） 山　尾　進　也（徳　島） 神　崎　省　光（岡　山） 市　原　康　仁（徳　島） 市　原　康　仁（徳　島）

５位 平　田　　　 玲（香　川） 枝　川　　　 誉（徳　島） 市　原　康　仁（徳　島） 神　崎　省　光（岡　山） 細　田  伸　司（鳥　取）

溝　渕　晃　治（広　島）

１位 重　岡　寿　典（山　口） 渡　辺　将　人（山　口） 木　村　善　幸（岡　山） 森　下　秀　夫（広　島） 重  岡　寿  典（山　口）

２位 大　坂　圭　一（徳　島） 福　山　慎　吾（愛　媛） 渡　辺　将　人（山　口） 藤　田　康　夫（　　　　） 佐  貫    　 剛（山　口）

３位 渡　辺　紀　之（鳥　取） 大　坂　圭　一（徳　島） 渡　辺　紀　之（鳥　取） 渡　辺　將　人（山　口） 竹  歳　朋  晃（鳥　取）

４位 米　田　彰　弘（鳥　取） 木　村　竜　一（愛　媛） 東　條　聡　平（徳　島） 東　條　聡　平（徳　島） 谷  口　誠  二（鳥　取）

５位 赤　山　　　 享（岡　山） 高　橋　政　弘（岡　山） 金　澤　利　翼（広　島） 田  中    　 吏（鳥　取）

６位 川　西　　　 毅（広　島） 渡  辺　紀  之（鳥　取）

１位 亀　山　芳　信（岡　山） 池　　　 英　輔（高　知） 竹　本　哲　也（広　島） 大　石　真　治（岡　山） 重  田　雅  治（山　口）

２位 木　村　善　幸（岡　山） 平　松　一　也（岡　山） 重　田　雅　治（山　口） 村　重　典　昭（山　口） 土  江　     誠（島　根）

３位 平　松　一　也（岡　山） 重　田　雅　治（山　口） 藤　原　基　晴（岡　山） 重　田　雅　治（山　口） 河  口　清  春（山　口）

４位 安　藤　孝　幸（岡　山） 安　藤　孝　幸（岡　山） 大　石　真　治（岡　山） 福　山　慎　吾（愛　媛） 中  川　雅  彦（愛　媛）

５位 重　田　雅　冶（山　口） 大　石　真　治（岡　山） 土　江　　　 誠（島　根） 赤　山　　　 享（岡　山） 木  下　要  介（鳥　取）

６位 北　野　大　輔（鳥　取） 藤  原　基  晴（岡　山）

１位 増　田　和　典（香　川） 中　山　　　 勇（鳥　取） 木　村　勝　典（鳥　取） 前　田　龍　二（山　口） 永　田　英　作（愛　媛）

２位 中　山　　　 勇（鳥　取） 岡　　　 育　宏（山　口） 岡　　　 育　宏（山　口） 岡　　　 育　宏（山　口） 木　村　勝　典（鳥　取）

３位 荒　木　和　将（岡　山） 川　岡　和　文（広　島） 村　重　典　昭（山　口） 織　田　亮　一（広　島） 新　居　大　輔（香　川）

４位 川　岡　和　文（広　島） 蒲　生　亘　幸（香　川） 西　條　誠　人（徳　島） 新　田　英　明（広　島） 北　野　大　輔（鳥　取）

５位 呉　屋　幸　市（岡　山） 藤　原　裕　輔（岡　山）

６位 神　原　克　彦（山　口） 山　手　勝　信（広　島）

１位 荒　木　和　将（岡　山） 内　山　　　 操（広　島） 粟　田　栄　治（徳　島） 河　村　秀　美（広　島）

２位 粟　田　英　治（　　　　） 粟　屋　英　一（山　口） 里　村　秀　幸（広　島） 内　山　　　 操（広　島）

３位 内　山　　　 操（広　島） 越　智　啓　人（広　島） 粟　田　栄　治（徳　島）

４位 岡　上　　　 忠（岡　山） 越　智　啓　人（広　島）

５位 粟　屋　英　一（山　口） 山　本　英　輝（岡　山）

１位 安　藤　淑　子（愛　知）

２位 松　本　和　子（鳥　取）

３位 福　羅　美　香（鳥　取）

４位 柴　田　晋　子（岡　山）

５位 川　上　晴　美（鳥　取）

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男子総合

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

ﾐｽ西日本
健康美
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中国・四国選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月24日(日) 8月29日(日) 8月21日(日)

主　管 広島県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 岡山県ボディビル連盟

１位 芝　原　茂　樹（徳　島） 市　川　正　博（徳　島） 小　野　篤　人（岡　山）

２位 宮　内　甲　二（愛　媛）

３位 八　百　祐　治（鳥　取）

４位 米　田　彰　弘（鳥　取）

５位 宗　森　祥　和（岡　山）

１位 森　田　裕　志（山　口） 大　坂　圭　一（徳　島） 木　村　和　昭（岡　山）

２位 大　坂　圭　一（徳　島） 亀　家　浩　一（鳥　取） 亀　家　浩　一（鳥　取）

３位 西　本　憲　司（鳥　取） 市　原　康　仁（徳　島） 重　岡　寿　典（山　口）

４位 平　田　　　 玲（香　川）

５位 長谷部　裕 之（徳　島）

１位 村　重　典　昭（山　口） 大　西　　　 勉（愛　媛） 宗　森　祥　和（岡　山）

２位 福　山　慎　吾（愛　媛） 田　村　茂　男（愛　媛） 米　田　彰　弘（鳥　取）

３位 竹　歳　朋　晃（鳥　取） 中　山　保　世（鳥　取） 福　山　慎　吾（愛　媛）

４位 渡　辺　紀　之（鳥　取）

５位 古　田　清　次（広　島）

１位 長　田　哲　也（鳥　取） 平　松　一　也（岡　山） 只　信　弘　樹（岡　山）

２位 岡　　　 育　宏（山　口） 竹　歳　朋　晃（鳥　取） 岡　　　 育　宏（山　口）

３位 平　松　一　也（岡　山） 福　山　慎　吾（愛　媛） 谷　本　昭　則（鳥　取）

４位 武　井　英　仁（愛　媛） 重　田　雅　治（山　口）

５位 新　谷　次　男（山　口） 金　澤　利　翼（広　島）

１位 播　磨　　　 修（福　岡） 伊　丹　和　宏（徳　島） 八　尾　祐　治（鳥　取）

２位 中　山　　　 勇（鳥　取） 川　岡　和　文（広　島） 宮　内　甲　二（愛　媛）

３位 川　岡　和　文（広　島） 宮　内　甲　一（　　　　） 中　山　　　 勇（鳥　取）

４位 川　岡　和　文（広　島）

５位 川　添　哲　彦（山　口）

１位 芝　原　茂　樹（徳　島） 市　川　正　博（徳　島） 小　野　篤　人（岡　山）

２位 伊　丹　和　宏（徳　島） 石　王　　　 覚（島　根） 藤　岡　隆　治（徳　島）

３位 垣　本　政　宏（広　島） 土　屋　　　 実（　　　　） 守　川　直　宏（広　島）

４位 ≪男子80kg級≫ 森　　　 茂　敏（　　　　）

男　子
75kg超級

男子総合

男　子
75kg級

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ
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年　度 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年

開催日 8月23日(日)

主　管 広 島 県 連 盟

１位 住　永　一　真（兵　庫）

２位 森　　　 玄　希（広　島）

３位 上　田　優　次（福　岡）

４位 片　岡　広　明（鳥　取）

５位 安　井　聖　治（岡　山）

６位 藤　川　　　 稔（広　島）

１位 北　野　大　輔（鳥　取）

２位 小　椋　俊　樹（広　島）

３位 内　藤　授　理（大　阪）

４位 田　倉　陽　水（愛　媛）

５位 柿　本　　　 宏（徳　島）

６位 後　藤　憲　司（広　島）

１位 伝　　　 秀　明（広　島）

２位 赤　山　　　 享（岡　山）

３位 竹　井　祐　二（広　島）

４位 佐　藤　智　胤（広　島）

５位 溝　渕　晃　治（広　島）

１位 赤　木　淳　一（岡　山）

２位 細　田　公　彦（広　島）

３位

１位 加　藤　智　子（愛　知）

２位 森　　　 伸　子（鳥　取）

３位 久 米　亜寿香（広　島）

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

中国・四国フィジーク・フィットネス選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ﾌｨｼﾞｰｸ
ﾔﾝｸﾞｸﾗｽ

ﾌｨｼﾞｰｸ
ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ

ﾌｨｼﾞｰｸ
ﾅｲｽｸﾗｽ

ﾌｨｼﾞｰｸ
ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｸﾗｽ
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日

主　管

１位

２位

３位

４位

５位

６位

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月2日(日)

主　管 鳥 取 県 連 盟

１位 門　脇　祐　二(鳥　取)

２位 松　本　辰　也(鳥　取)

３位 中　川　孝　司(鳥　取)

４位 中　嶋　　　 吏(鳥　取)

５位 藤　田　康　夫(島　根)

６位 田　倉　陽　水(鳥　取)

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 7月2日(日) 7月8日(日) 7月6日(日) 7月5日(日)

主　管 鳥取県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟

１位 中　山　保　世（鳥　取） 木　村　勝　則（鳥　取） 北　野　大　輔（鳥　取） 木　下　要　介（鳥　取）

２位 井　畑　　　 忠（鳥　取） 井　上　　　 理（鳥　取） 谷　口　誠　二（鳥　取） 藤　田　康　夫（　　　　）

３位 細　田　伸　司（鳥　取） 北　野　大　輔（鳥　取） 木　下　要　介（鳥　取） 細　田　伸　司（　　　　）

４位 井　上　　　 理（鳥　取） 森　　　 卓　也（鳥　取） 高　尾　恭　吾（鳥　取）

５位 谷 口　健一郎（鳥　取） 谷　口　誠　二（鳥　取） 竹　内　大　生（鳥　取）

６位 谷　口　誠　二（鳥　取） 谷 口　健一郎（鳥　取） 遠　藤　寛　明（鳥　取）

１位 藤　田　朱　音（鳥　取） 遠藤　桂生美（　　　　）

２位 福　羅　美　香（鳥　取） 森　　　伸　子（　　　　）

米　田　彰　弘（　　　　）

森　　　伸　子（　　　　）

遠　藤　寛　明（　　　　）

遠 藤　桂生美（　　　　）

細　田　伸　司（　　　　）

松　本　和　子（　　　　）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 9月23日(日) 8月4日(日) 7月13日(日) 7月11日(日) 7月3日(日)

主　管 鳥取県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟 島根県ボディビル連盟 鳥取県ボディビル連盟

１位 西　本　憲　司 米　田　彰　弘 竹　歳　朋　晃 亀　家　浩　一

２位 米　田　彰　弘 亀　家　浩　一 松　尾　浩　志 下　田　欽　也

３位 谷　本　昭　則 上　田　哲　三 塚　　　岳　伸 石　王　　　 覚

４位 竹　歳　朋　晃 鐵　本　昭　弘 石　王　　　 覚 井　畑　　　 忠

５位 亀　家　浩　一 石　王　　　 覚 亀　家　浩　一 中　山　保　世

６位 上　田　哲　三 上　田　哲　三 鉄　本　昭　弘

２位

３位

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

山陰選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

ミ　ス
健康美

ミックスド
ペ　ア

１位
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月28日(日)

主　管 愛 媛 県 連 盟

１位 河　野　博　幸（香　川）

２位 竹　本　直　央（愛　媛）

３位 今　津　史　朗（香　川）

４位 正　木　真　吾（徳　島）

５位 午　頭　稔　二（香　川）

６位 篠　原　一　雄（香　川）

１位 中　矢　隆　治（愛　媛）

２位 横　井　順　也（香　川）

３位 竹　本　修　二（愛　媛）

１位 山　縣　有　二（愛　媛）

２位 日　野　静　一（愛　媛）

３位

１位 安　藤　文　博（愛　媛）

２位 井　上　富　雄（愛　媛）

３位 日　野　　　 功（愛　媛）

１位 杉　尾　　 　忠（香　川）

２位 斉　藤　忠　男（愛　媛）

３位

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 9月4日(日) 9月2日(日) 8月25日(日) 8月31日(日) 8月23日(日)

主　管 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 愛 媛 県 連 盟 愛 媛 県 連 盟 愛 媛 県 連 盟

１位 福　山　慎　吾(愛　媛) 三　好　達　朗(香　川) 馬　場　貴　大(香　川) 神　田　優　作（愛　媛） 有　馬　功　二（愛 　媛）

２位 有　馬　功　二(愛　媛) 竹　本　直　央(愛　媛) 午　頭　稔　二(香　川) 河　野　博　幸（香　川） 今　津　史　朗（香　川）

３位 三　好　達　朗(香　川) 末　光　悦　志(愛　媛) 神　田　優　作(愛　媛) 末　光　悦　志（愛　媛） 竹　本　直　央（愛　媛）

４位 新　居　大　輔(香　川) 粟　田　栄　治(徳　島) 宮　武　智　和(香　川) 竹　本　直　央（愛　媛） 河　野　博　幸（香　川）

５位 神　田　優　作(愛　媛) 神　田　優　作(愛　媛) 今　津　史　朗(香　川) 篠　原　一　雄（香　川） 西　村　公　行（愛　媛）

６位 藍　川　陽　一(香　川) 午　頭　捻　二(香　川) 末　光　悦　志(愛　媛) 今　津　史　朗（香　川） 勝　本　伸　二（愛　媛）

１位 末　光　悦　志(愛　媛) 大　坂　圭　一(徳　島) 中　川　雅　彦(愛　媛) 山　縣　有　仁（愛　媛） 古　川　一　也（愛　媛）

２位 中　川　雅　彦(愛　媛) 山　縣　有　二(愛　媛) 武　村　敬　介(愛　媛) 古　川　一　也（愛　媛） 武　村　敬　介（愛　媛）

３位 蒲　生　亘　幸(香　川) 大　橋　淳　史(愛　媛) 武　村　敬　介（愛　媛） 竹　本　修　二（愛　媛）

４位 山　縣　有　仁(愛　媛) 山　縣　有　仁(愛　媛) 成　井　栄　作（愛　媛） 近　藤　一　男（愛　媛）

５位 西　条　誠　人(徳　島) 岩　城　立　志(愛　媛) 名　越　智　広（香　川）

６位 スタソリハイム (愛　媛)

１位 長谷部　裕 之(徳　島) 関　　　 貴　司(香　川) 関　　　 貴　司(香　川) 福　山　慎　吾（愛　媛） 西　村　公　行（愛　媛）

２位 勝　本　伸　二（愛　媛）

３位 山　縣　有　二（愛　媛）

４位 日　野　静　一（愛　媛）

１位 斉　藤　忠　男(愛　媛) 安　藤　文　博(愛　媛) 安　藤　文　博(愛　媛) 安　藤　文　博（愛　媛） 安　藤　文　博（愛　媛）

２位 加　藤　有　男(愛　媛) 井　上　富　雄(愛　媛) 井　上　富　雄（愛　媛） 井　上　富　雄（愛　媛）

３位 尾　﨑　義　正（愛　媛） 尾　﨑　義　正（愛　媛）

１位 斉　藤　忠　男(愛　媛) 斉　藤　忠　男（愛　媛）

２位

３位

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

四国選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
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四国選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 8月20日(日) 8月19日(日) 8月24日(日) 9月13日(日) 9月5日(日)

主　管 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟

１位 山　本　　　 睦（愛　媛） 池　　　 英　樹（高　知） 永　田　英　作（愛　媛） 松　尾　幸　作（香　川） 永　田　英　作（愛　媛）

２位 田　村　茂　男（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛） 市　川　正　博（徳　島） 竹　本　直　央（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛）

３位 春　藤　敏　文（徳　島） 粟　田　栄　治（徳　島） 大　坂　圭　一（徳　島） 粟　田　栄　治（徳　島） 馬　場　貴　大（香　川）

４位 西　井　優　明（香　川） 大　坂　圭　一（徳　島） 有　馬　功　二（愛　媛） 大　坂　圭　一（徳　島） 藍　川　陽　一（香　川）

５位 八ツ橋　俊　一（愛　媛） 河　上　真　爾（愛　媛） 宮　内　甲　二（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛） 中　川　雅　彦（愛　媛）

６位 長　野　省　二（愛　媛） 春　藤　敏　文（徳　島） 午　頭　念　二（香　川） 白　石　圭　介（愛　媛） 栗　田　栄　治（徳　島）

１位 平　田　　　 玲（香　川） 福　山　慎　吾（愛　媛） 大　坂　圭　一（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛） 市　川　正　博（徳　島）

２位 越　智　　　 久（愛　媛） 大　坂　圭　一（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛） 長谷部　裕 之（徳　島） 中　川　雅　彦（愛　媛）

３位 平　田　　　 玲（香　川） 白　石　圭　介（愛　媛） 末　光　悦　志（愛　媛） 牛　頭　念　二（香　川）

４位 長谷部　裕 之（徳　島） 田　村　成　男（愛　媛） 蒲　生　亘　幸（香　川） 末　光　悦　志（愛　媛）

５位 長　野　仁　史（愛　媛） 長谷部　裕 之（徳　島） 山　縣　有　仁（愛　媛）

６位 成　井　栄　作（愛　媛） 高　木　和　彦（愛　媛）

１位 永　田　英　作（愛　媛） 白　石　圭　介（愛　媛） 永　田　英　作（愛　媛）

２位 平　田　　　 玲（香　川） 安　藤　文　博（愛　媛） 安　藤　文　博（愛　媛）

３位 安　藤　文　博（愛　媛） 高　橋　勝　司（徳　島）

４位 藤 田　耕太郎（愛　媛）

１位 杉　尾　　　 忠（香　川） 杉　尾　　　 忠（香　川） 杉　尾　　　 忠（香　川） 杉　尾　　　 忠（香　川）

２位 西　原　　　 豊（愛　媛） 西　原　　　 豊（愛　媛） 西　原　　　 豊（愛　媛） 斉　藤　忠　男（愛　媛）

３位 田　中　嘉　幸（愛　媛） 田　中　嘉　幸（愛　媛） 田　中　嘉　幸（愛　媛） 加　藤　有　男（　　　　）

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 8月5日(日) 8月25日(日) 8月17日(日) 8月15日(日) 8月14日(日)

主　管 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 徳島県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟

１位 岡　崎　茂　夫（香　川） 市　川　正　博（徳　島） 増　田　和　典（香　川）

２位 藤　岡　隆　治（徳　島） 福　山　慎　吾（愛　媛） 宮　内　甲　二（愛　媛）

３位 山　本　　　 睦（愛　媛） 大　坂　圭　一（徳　島） 山　本　　　 睦（愛　媛）

４位 宮　内　甲　二（愛　媛） 伊　丹　和　宏（徳　島） 大　坂　圭　一（徳　島）

５位 石　井　　　 真（香　川） 宮　内　甲　二（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛）

６位 河　野　祝　卓（　　　　） 高　橋　雄　志（愛　媛） 伊　丹　和　宏（徳　島）

１位 岡　崎　茂　夫（香　川） 芝　原　茂　樹（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛）

２位 宮　内　甲　二（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛） 伊　丹　和　宏（徳　島）

３位 高　橋　志　郎（愛　媛） 伊　丹　和　宏（徳　島） 福　山　慎　吾（愛　媛）

４位 宮　内　甲　二（愛　媛）

１位

２位

３位

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 8月24日(日) 8月23日(日) 8月29日(日) 9月3日(日)

主　管 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 愛媛県ボディビル連盟 徳島県ボディビル連盟

１位 長　尾　治　彦（愛　媛） 芝　原　茂　樹（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛） 川　村　哲　弥（香　川）

２位 吉　岡　司　郎（徳　島） 丹　　 　隆　弘（愛　媛） 山　本　　　 睦（愛　媛） 福　山　慎　吾（愛　媛）

３位 宮　内　甲　二（愛　媛） 山　本　　　 睦（愛　媛） 藤　岡　隆　治（徳　島） 吉　岡　司　郎（徳　島）

４位

５位

６位

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月11日(日)

主　管 沖 縄 県 連 盟

１位 椿　　　 幸　仁（長　崎）

２位 天　願　浩　也（沖　縄）

３位 知　念　康　成（沖　縄）

４位 大　庭　範　久（福　岡）

５位 山　城　則　之（沖　縄）

６位 大殿内 南生人（沖　縄）

１位 原　口　美　幸（長　崎）

２位

３位

１位 仲　松　政　昭（沖　縄）

２位 喜久山　　　満（沖　縄）

３位 寄　川　和　彦（沖　縄）

４位 比　嘉　　　 進（沖　縄）

５位 佐　藤　　　 誠（沖　縄）

６位 田　場　一　吉（沖　縄）

１位 儀　間　光　広（沖　縄）

２位 福　岡　正　男（福　岡）

３位 近　藤　正　之（福　岡）

４位 長　嶺　範　雄（沖　縄）

５位 入　江　繁　司（長　崎）

６位 足　立　吉　隆（福　岡）

１位 田　場　英　一（沖　縄）

２位 仲　西　勇　一（沖　縄）

３位 金　城　正　勝（沖　縄）

４位 竹　内　春　夫（福　岡）

１位 福　重　隆　義（鹿児島）

２位 伊　集　盛　雄（沖　縄）

３位 島　添　敏　彰（福　岡）

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

九州・沖縄選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

ｶﾃｺﾞﾘｰ
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九州・沖縄選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 9月19日(月) 8月5日(日) 7月28日(日) 8月31日(日) 9月6日(日)

主　管 鹿児島県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 宮 崎 県 連 盟 長 崎 県 連 盟 佐 賀 県 連 盟

１位 今　村　拓　夫(鹿児島) 有　門　勝　久（福　岡） 宮　本　浩　次(大　分) 嶋　田　慶　太（福　岡） 佐　藤　浩　慈（福　岡）

２位 峠　田　卓　也(宮　崎) 大　庭　範　久（福　岡） 黒　木　政　利(宮　崎) Acosta Larryjun（長崎） Larryjun Acosta（長崎）

３位 黒　木　政　利(宮　崎) 島　尻　泰　史（沖　縄） 石　井　一　行(宮　崎) 佐　藤　浩　慈（福　岡） 坂　本　邦　博（福　岡）

４位 佐　藤　大　作(鹿児島) 佐　藤　浩　慈（長　崎） 大　庭　範　久(福　岡) 島　尻　泰　史（沖　縄） 松　坂　博　文（福　岡）

５位 穂　積　　　 晃(長　崎) 佐　藤　大　作（鹿児島） 佐　藤　浩　慈(長　崎) 大　庭　範　久（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡）

６位 大　庭　範　久(福　岡) 鬼　木　貴　史（佐　賀） 木　下　靖　年(福　岡) 福　山　翔　太（鹿児島） 山　城　訓　之（沖　縄）

１位 中　村　ひとみ(福　岡) 大　里　晴　香（福　岡） 原　口　美　幸(長　崎) MICHELE  RUHL（長崎） 藤　野　愛　子（福　岡）

２位 深 町　眞由美(福　岡) 中　村　ひとみ（福　岡） 久　保　博　子(宮　崎) 原　口　美　幸（長　崎） 原　口　美　幸（長　崎）

３位 深 町　眞由美（福　岡） 中　村　ひとみ（福　岡） 溝　田　和　美（福　岡）

４位 杉　内　京　子（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡）

１位 畠　中　洋　介(鹿児島) 五　嶋　弘　美（福　岡） 藤　村　政　敏(宮　崎) 今　永　伸　治（大　分） 岡　田　良　太（福　岡）

２位 立　喰　京　隆(宮　崎) 立　喰　京　隆（宮　崎） 江　口　広　宣(福　岡) 松　添　康　夫（長　崎） 松　添　康　夫（長　崎）

３位 海老原　　　充(鹿児島) 江　口　広　宣（福　岡） 松　添　康　夫(長　崎) 入　江　繁　司（長　崎） 松　岡　羊　輔（熊　本）

４位 吉　留　宏　輝(鹿児島) 松　添　康　夫（長　崎） 松　岡　洋　輔(熊　本) 嶋　　　　　　司（福　岡）

５位 米　倉　敏　幸(鹿児島) 伴 田　玲一郎（福　岡） 外屋敷　秀 弘(宮　崎) 川　畑　直　也（鹿児島）

６位 外屋敷　秀 弘(宮　崎) 松　岡　羊　輔（熊　本） 黒　木　一　紀(宮　崎)

１位 西　田　哲　也(鹿児島) 小斉平　　　豊（鹿児島） 西　田　哲　也(鹿児島) 西　田　哲　也（鹿児島） 田　中　政　文（福　岡）

２位 川　口　　　順(鹿児島) 安　倍　　　 保（大　分） 田　中　政　文(福　岡) 田　中　政　文（福　岡） 福　岡　正　男（福　岡）

３位 奥　田　裕　久(鹿児島) 田　中　政　文（福　岡） 海老原　孝 徳(宮　崎) 荒　巻　好　伸（佐　賀） 近　藤　正　之（福　岡）

４位 小斉平　　　豊(鹿児島) 奥　田　裕　久（鹿児島） 奥　田　裕　久(鹿児島) 小　澤　大　助（長　崎） 仲　西　勇　一（沖　縄）

５位 松　村　仁　志(鹿児島) 星　見　　　 勝（福　岡） 海老原　孝 徳（宮　崎） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

６位 岩　本　省　三(福　岡) 岩　本　省　三（福　岡） 森　浦　正　昭（長　崎） 佐 藤　寿一郎（福　岡）

１位 岡　崎　光　男(宮　崎) 杉　内　忠　久（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡）

２位 岩　本　省　三(福　岡) 久保田　　　誠（宮　崎） 岡　崎　光　男（宮　崎）

３位 原　田　洋　一(鹿児島) 岡　﨑　光　男（宮　崎） 星　見　　　 勝（福　岡）

４位 立　山　安　雄(宮　崎) 岩　本　省　三（福　岡） 島　添　敏　彰（福　岡）

５位 星　見　　　 勝(福　岡) 宮 川　八男生（長　崎）

６位 星　見　　　 勝（福　岡）

１位 安　部　　　 保（大　分） 安　部　　　 保（大　分）

２位 岡　本　照　雄（福　岡） 岡　本　照　雄（福　岡）

３位 福　重　隆　義（鹿児島）

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 8月26日(日) 8月24日(日) 7月20日(月) 8月22日(日)

主　管 宮崎県ボディビル連盟 大分県ボディビル連盟 佐賀県ボディビル連盟 長崎県ボディビル連盟

１位 小　森　修　一（福　岡） 仲　伯　兼　也（沖　縄） 播　磨　　　 修（福　岡） 北　原　　　 誠（佐　賀）

２位 今　村　拓　夫(鹿児島） 宮　本　浩　次（大　分） 川　村　　　 崇（福　岡） 今　村　拓　夫(鹿児島）

３位 播　磨　　　 修（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 穂　積　　　 晃（長　崎）

４位 伊　藤　一　洋（福　岡） アカイヤミラー（長　崎） 嘉　村　祐　彦（佐　賀） 嘉　村　祐　彦（佐　賀）

５位 宮　本　浩　次（大　分） 黒　木　政　利（宮　崎） 黒　木　政　利（宮　崎） 伊　藤　一　洋（福　岡）

６位 川　村　　　 崇（福　岡） 播　磨　　　 修（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡） 今　村　孝　文（福　岡）

１位 戸　上　志　乃（福　岡） 黒　瀬　文　子（福　岡） ﾙｰﾙ D ﾐｯｼｪﾙ(長　崎） ﾙｰﾙ D ﾐｯｼｪﾙ(長　崎）

２位 深 町　眞由美（福　岡） 鶴 橋　利恵子（　　　　） 深 町　眞由美（福　岡） 深 町　眞由美（福　岡）

３位 石 川  美穂子（福　岡） 深 町　眞由美（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡） 中　村　ひとみ（福　岡）

４位 杉　内　京　子（福　岡） 皆　川　直　美（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡）

５位 中　村　ひとみ（福　岡）

１位 柿　下　健　一(鹿児島） 岩　淵　直　人（大　分） 大　庭　範　久（福　岡） 西　村　公　行(鹿児島）

２位 石　丸　広　史（福　岡） 江　口　広　宣（福　岡） 仲　松　政　昭（沖　縄） 松　添　康　夫（長　崎）

３位 平　尾　康　文（福　岡） 平　尾　康　文（福　岡） 松　岡　羊　輔（熊　本） 半 田　玲一郎（福　岡）

４位 江　口　雅　一（大　分） 平　尾　康　文（福　岡） 畠　中　洋　介(鹿児島）

５位 小　泉　勝　彦(鹿児島） 江　口　広　宣（福　岡）

６位 西　村　公　行(鹿児島）

１位 安　部　　　 保（大　分） 安　部　　　 保（大　分） 今　村　拓　夫(鹿児島） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

２位 杉　内　忠　久（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡） 安　部　　　 保（大　分）

３位 冨　永　伸　二（宮　崎） 荒　巻　好　伸（福　岡） 西　田　哲　也(鹿児島） 西　田　哲　也(鹿児島）

４位 岩　本　省　三（福　岡） 岩　本　省　三（福　岡） 奥　田　裕　久(鹿児島）

５位 宮 川　八男生（長　崎） 荒　巻　好　伸（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡）

６位 岡　崎　光　男（宮　崎） 下水流　浩 一（福　岡） 宮 川　八男生（長　崎）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
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九州・沖縄選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 7月29日(日) 9月8日(日) 9月21日(日) 9月19日(日) 9月18日(日)

主　管 大分県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 佐賀県ボディビル連盟 熊本県ボディビル連盟

１位 増　田　　　 仁（長　崎） 友　納　耕　二（福　岡） 吉　山　潤　一（長　崎） 西 山　和仁士(鹿児島） 中　嶋　　　 充（福　岡）

２位 二 串　幸之助（福　岡） 原　口　浩　信（佐　賀） 北　原　　　 誠（佐　賀） 中　嶋　　　 充（福　岡） 五　嶋　弘　美（福　岡）

３位 吉　村　浩　和（福　岡） 吉　山　潤　一（長　崎） 原　口　浩　信（佐　賀） 原　口　健　治（福　岡） 今　村　孝　文（福　岡）

４位 原　口　浩　信（佐　賀） 今　村　孝　文（福　岡） 穂　積　　　 晃（長　崎） 今　村　孝　文（福　岡） 原　口　健　治（福　岡）

５位 原　口　健　治（福　岡） 吉　村　浩　和（福　岡） 今　村　孝　文（福　岡） 五　嶋　弘　美（福　岡） 樋　口　利　之（福　岡）

６位 友　納　耕　二（福　岡） 五　嶋　弘　美（福　岡） 原　口　健　治（福　岡） 播　磨　　　 修（福　岡） 新　藤　健　次（熊　本）

１位 猪　原　美　樹(鹿児島） 荒　木　順　子（佐　賀）

２位 藤　田　未　央（福　岡）

３位 野　方　理　子（佐　賀）

４位 杉　内　京　子（福　岡）

５位 荒　木　順　子（佐　賀）

１位 中 尾　宗雄仁（　　　　） 高　安　幸　友（沖　縄） 原　口　浩　信（佐　賀）

２位 福　岡　正　男（福　岡） 石　丸　洋　史（福　岡）

３位 深　見　聖　一（福　岡） 福　岡　正　男（福　岡）

１位 酒　井　宣　人（福　岡） 山　田　博　三（福　岡） 阿　部　　　 保（　　　　）

２位 小斎平　　　豊（　　　　） 杉　内　忠　久（福　岡） 岩　本　省　三（福　岡）

３位 上　村　　　 久（　　　　） 安　部　　　 保（大　分） 長 久　征二郎（福　岡）

４位 杉　内　忠　久（福　岡）

５位 宮 川　八男生（長　崎）

６位 納　見　　　 剛（佐　賀）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ

- 68 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 8月21日(日)

主　管 宮 崎 県 連 盟

１位 長　峰　範　雄（沖　縄）

２位 徳　田　和　昭（鹿児島）

３位 重　枝　忠　幸（福　岡）

４位 坂　口　義　孝（福　岡）

５位 小　林　光　司（長　崎）

６位 芝　　　 直　也（鹿児島）

１位 牧　　　 国　久（福　岡）

２位 岡　田　良　太（福　岡）

３位 山　戸　拓　郎（佐　賀）

４位 平　山　賢　一（鹿児島）

５位 水　摩　守　孝（福　岡）

６位 米　倉　敏　幸（鹿児島）

１位 武　道　敬　士（熊　本）

２位 佐　藤　　　 渉（福　岡）

３位 永　田　和　久（鹿児島）

４位 川　口　　　 順（鹿児島）

５位 永　窪　　　 弘（宮　崎）

６位 平　野　隆　城（鹿児島）

１位 大　藪　賀　弘（宮　崎）

２位 黒　木　政　利（宮　崎）

３位 副　島　宏　志（福　岡）

４位 大　坪　克　也（宮　崎）

５位 畑　中　洋　介（鹿児島）

６位 寄　川　和　彦（沖　縄）

１位 椿　　　 幸　仁（個　人）

２位 長　瀬　　　 伶（福　岡）

３位 福　地　　　剛（鹿児島）

４位 大　塚　正　明（熊　本）

５位 横　山　　　 透（宮　崎）

６位 日　高　博　司（宮　崎）

１位 井　上　佳　将（宮　崎）

２位 甲　斐　佑　希（宮　崎）

３位 山　崎　功　介（沖　縄）

４位 伊　勢　慎　一（鹿児島）

５位 鈴　木　陽　一（鹿児島）

６位 黒　木　一　紀（宮　崎）

１位 安　倍　　　 保（大　分）

２位 岡　崎　光　男（宮　崎）

３位 立　山　安　雄（宮　崎）

４位 上ノ瀬　貞　美（宮　崎）

１位 久保田　　　誠（宮　崎）

２位 岩　本　省　三（福　岡）

３位 加賀原　寛 志（佐　賀）

４位 福　重　隆　義（鹿児島）

１位 今　村　拓　夫（鹿児島）

２位 荒　巻　隆　義（佐　賀）

３位 赤　塚　義　邦（宮　崎）

ﾏｽﾀｰｽﾞ
60才

70kg超

九州・沖縄クラス別選手権大会 入賞者一覧表

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
70kg級

男　子
75kg級

男　子
65kg級

男　子
60kg級

男　子
60kg級

ﾏｽﾀｰｽﾞ
60才

60kg以下

ﾏｽﾀｰｽﾞ
60才

70kg以下
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九州・沖縄クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

開催日 8月7日(日) 9月23日(日) 9月22日(日) 9月23日(火) 8月30日(日)

主　管 福岡県ボディビル連盟 大分県ボディビル連盟 佐 賀 県 連 盟 鹿 児 島 県 連 盟 福 岡 県 連 盟

１位 御　廚　敬　慈（福　岡）

２位 西　頭　誠　一（福　岡）

３位 山　﨑　悠　吾（福　岡）

４位 長　嶺　範　雄（沖　縄）

５位 米　倉　敏　幸（鹿児島）

６位 重　枝　忠　幸（福　岡）

１位 安　倍　　　 保（大　分） 上　田　裕　司(福　岡) 犬　束　貴　博（福　岡） 長　澤　龍　馬（福　岡）

２位 判 田　玲一郎（福　岡） 判 田　玲一郎(福　岡) 川　口　　　順（鹿児島） 永　田　和　久（鹿児島）

３位 上　田　裕　司（福　岡） 柴　田　大　輔(福　岡) 恒　吉　隆　志（鹿児島） 児　玉　澄　雄（鹿児島）

４位 廣 田　健一郎（大　分） 藤　井　　　 健(福　岡) 永　田　和　久（鹿児島） 犬　束　貴　博（福　岡）

５位 樋　口　　　 洋（大　分） 長　峰　範　雄（沖　縄） 岡　田　良　太（福　岡）

６位 岡　本　照　雄（福　岡） 笠　野　　　 勉（福　岡）

１位 峠　田　卓　也(福　岡) 榎　本　隆　司（大　分） 福　井　泰　成(佐　賀) 児　玉　澄　雄（鹿児島） 重　満　幸　治（宮　崎）

２位 山　部　智　生(福　岡) 栄　田　康　人（長　崎） 犬　束　貴　博(福　岡) 木　戸　翔　平（長　崎） 濱　崎　亮　太（福　岡）

３位 栄　田　康　人(長　崎) 牧　　　 信　行（大　分） 中　野　　　  一(宮　崎) 平　野　隆　城（鹿児島） 上　田　　　 修（福　岡）

４位 菅　崎　篤　史(長　崎) 福　井　泰　成（佐　賀） 屋比久　宏 光(福　岡) 西　田　哲　也（鹿児島） 木　戸　翔　平（長　崎）

５位 安　部　　　 保(大　分) 永　窪　　　 弘（宮　崎） 増　田　要　司(長　崎) 柿　下　健　一（鹿児島） 川　口　　　順（鹿児島）

６位 川　口　　　 栄(長　崎) 神　崎　聖　次（福　岡） 川　口　　　 栄（長　崎） 篠　田　賢　一（福　岡）

１位 新　原　早　登(鹿児島) 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 大　島　健　二(福　岡) 原　武　章　博（福　岡） 西　山　和　仁（鹿児島）

２位 永　田　満　之(長　崎) 松　岡　正　貴（福　岡） 木　下　靖　年(福　岡) 松　岡　正　貴（福　岡） 松　阪　博　文（福　岡）

３位 松　岡　正　貴(福　岡) 松　添　康　夫（長　崎） 谷ノ口 昭太郎(宮　崎) 堀　内　亮　一（鹿児島） 大　塚　正　明（熊　本）

４位 立　喰　京　隆(宮　崎) 江　口　広　宜（福　岡） 竹　村　昌　紘(福　岡) 福　地　　　剛（鹿児島） 曽  田　祥  吾（福　岡）

５位 谷ノ口 昭太郎(宮　崎) 今　永　伸　治（大　分） 榎　本　隆　司(大　分) 小　泉　勝　彦（鹿児島） 永　窪　　　 弘（宮　崎）

６位 畠　中　洋　介(鹿児島) 畠　中　洋　介(鹿児島) 寄　川　和　彦（沖　縄） 田　中　政　文（福　岡）

１位 今　村　拓　夫(鹿児島) 大　庭　範　久（福　岡） 佐　藤　浩　慈(長　崎) 嶋　田　慶　太（福　岡） 財　全　浩　次（大　分）

２位 木　下　靖　年(福　岡) 長　瀬　　　 怜（福　岡） 長　瀬　　　 怜(福　岡) 佐　藤　大　作（鹿児島） 坂　本　邦　博（福　岡）

３位 今　村　充　志(大　分) 前　床　　　 毅（長　崎） 前　床　　　 毅(長　崎) 長　瀬　　　 怜（福　岡） 石　丸　広　史（福　岡）

４位 槌　田　秀　二(熊　本) 土　肥　幸　人（大　分） 今　村　充　志(大　分) 前　床　　　 毅（長　崎） 木　戸　竜　平（長　崎）

５位 平　田　和　彦(長　崎) 今　村　充　志（大　分） 竹之内　忠 史(長　崎) 川　崎　駿　也（宮　崎） 横　山　　　 徹（宮　崎）

６位 長　瀬　　　 怜(福　岡) 槌　田　秀　二（熊　本） 江　口　広　宣(福　岡) 荒　巻　好　伸（佐　賀） 手　嶋　優　也（福　岡）

１位 佐　藤　浩　慈(長　崎) 今　井　良　平（長　崎） ｱｺｽﾀ ﾗﾘｰｼﾞｭﾝ(長　崎) 石　丸　広　史（福　岡） 福　山　翔　太（鹿児島）

２位 村　上　京　介(長　崎) 鬼　木　貴　史（佐　賀） 佐々木　隆 治(福　岡) 福　山　翔　太（鹿児島） 汪　　　 浩　峰（大　分）

３位 宮　崎　晴　年(佐　賀) 村　上　京　介（長　崎） 石　丸　広　史(福　岡) 前　園　光　弘（福　岡） 今　井　良　平（長　崎）

４位 荒　巻　好　伸(佐　賀) 荒　巻　好　伸（佐　賀） 河　村　英　樹(福　岡) 山　崎　揚　平（鹿児島） 村　上　京　介（長　崎）

５位 前　床　　　 毅(長　崎) 村　上　京　介(長　崎) 黒　木　一　紀（宮　崎） 伊　藤　太　平（福　岡）

６位 丸　形　裕　一(福　岡) 黒　木　一　紀(宮　崎) 鈴　木　陽　一（鹿児島） 日　高　博　司（宮　崎）

１位 中　村　ひとみ(福　岡) 大　里　晴　香（福　岡）

２位

３位

１位 大　里　晴　香（福　岡） 楢 崎　明日香(福　岡) 溝　田　和　美（福　岡）

２位 岩　瀬　裕　子（大　分） 堤　　　 啓　子(福　岡) 鹿　間　由　夏（福　岡）

３位 堤　　　 啓　子（福　岡） 堤　　　 啓　子（福　岡）

４位 幸　　　 千　草（大　分） ≪ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ≫

男　子
75kg級

男　子
75kg超級

女　子

ミス
フィットネ

ス

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
55kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
60kg級
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九州・沖縄クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

開催日 9月17日(日) 9月2日(日) 9月7日(日) 9月23日(水) 9月5日(日)

主　管 福岡県ボディビル連盟 宮崎県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 大分県ボディビル連盟

１位 安　倍　　　 保（大　分） 牧　　　 信　行（大　分） 高　津　光　雄（福　岡）

２位 杉　内　忠　久（福　岡） 安　部　　　 保（大　分） 上　田　祐　司（福　岡）

３位 上　田　裕　司（福　岡） 大　束　貴　博（福　岡） 松　本　茂　紀（福　岡）

４位 大  田  隆  一（長　崎） 大　田　隆　一（長　崎） 牛 嶋　由希男（熊　本）

５位 田　中　瑞　穂（福　岡） 上　尾　伸　介（福　岡） 小　森　孝　志（福　岡）

６位 川　畑　直　也(鹿児島) 杉　内　忠　久（福　岡）

１位 石　田　　　 正（大　分） 仲　松　政　昭（沖　縄）  藤　木　賢　二（福　岡） 犬　束　貴　博（福　岡） 谷ノ口 昭太郎（宮　崎）

２位 榎　本　隆　司（大　分） 柿　下　健　一(鹿児島） 牧　　　 信　行（大　分） 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 川　口　　　 栄（長　崎）

３位 犬  束  貴  博（福　岡） 野　田　修　一（福　岡） 野　田　修　一（福　岡） 奥　平　英　治（宮　崎） 野　田　修　一（福　岡）

４位 福　岡　達　也（宮　崎） 恒　吉　　　 歩（宮　崎） 犬　束　貴　博（福　岡） 岡　留　志　郎（福　岡） 安　部　　　 保（大　分）

５位 平　尾　康　文（福　岡） 野　口　修　一（福　岡） 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 杉　内　忠　久（福　岡） 長　峰　範　雄（沖　縄）

６位 新　原　早　登(鹿児島) 児　玉　澄　雄（　　　　） 柿　下　健　一(鹿児島） 上　田　裕　司（福　岡） 判 田　玲一郎（福　岡）

１位 今　村　孝　文（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 菅　村　　　 徹（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 知　念　康　成（沖　縄）

２位 伊  藤  一  洋（福　岡） 寄　川　和　彦（沖　縄） 石　田　　　 正（大　分） 寄　川　和　彦（沖　縄） 寄　川　和　彦（沖　縄）

３位 寄　川　和　彦（沖　縄） 永　田　満　之（長　崎） 知　念　康　成（沖　縄） 松　添　康　夫（長　崎） 石　田　　　 正（大　分）

４位 永　田　満　之（長　崎） 村　上　　　 領（大　分） 寄　川　和　彦（沖　縄） 松　岡　正　貴（福　岡） 榎　本　隆　司（大　分）

５位 藤　瀬　充　徳(鹿児島) 福　岡　達　也（宮　崎） 平　尾　康　文（福　岡） 永　田　満　之（長　崎） 近　藤　　　 淳（福　岡）

６位 新　井　竹　彦（長　崎） 小　宮　真　宏（佐　賀） 恒　吉　　　 歩（宮　崎） 山　部　智　生（福　岡） 犬　束　貴　博（福　岡）

１位 播　磨　　　 修（福　岡） 内　海　新　悟（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 佐　藤　大　作(鹿児島） 大　渡　祐　二（宮　崎）

２位 川  村　　　 崇（福　岡） 宮　崎　　　 純（長　崎） 江　口　広　宣（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡）

３位 福　地　　　 剛(鹿児島) 小　原　　　 圭（大　分） 福　岡　正　男（福　岡） 木　下　靖　年（福　岡） 木　下　靖　年（福　岡）

４位 江　口　広　宣（福　岡） 槌　田　秀　二（熊　本） 長　瀬　　　 怜（福　岡） 今　村　充　志（大　分）

５位 福　岡　正　男（福　岡） 福　岡　正　男(鹿児島） 平　尾　康　文（福　岡） 前　床　　　 毅（長　崎）

６位 富　高　厚　利（福　岡） 平　尾　康　文（福　岡） 福　岡　正　男（福　岡） 泰　野　高　志（大　分）

１位 宮　本　浩　次（大　分） 川　村　　　 崇（福　岡） 新　藤　健　次（熊　本） 今　井　良　平（長　崎） 西　村　公　行（鹿児島）

２位 新　藤　健　次（熊　本） 脇　本　勝　俊（福　岡） 芝 田　慎次郎（大　分） 黒　木　一　紀（宮　崎） 佐　藤　浩　慈（長　崎）

３位 尼　崎　陽　一（長　崎） 新　藤　健　次（熊　本） 安　部　正　則（福　岡） 石　丸　広　史（福　岡） 村　上　京　介（長　崎）

４位 松　岡　羊　輔（熊　本） 尼　崎　陽　一（長　崎） 工　藤　智　裕（大　分） 信　田　時　治（福　岡） 石　丸　広　史（福　岡）

５位 篠  田　　　 理（福　岡） 馬　田　真　次（福　岡） 佐　藤　大　作(鹿児島） 吉　村　信　彦（福　岡） 大　竹　浩　朗（大　分）

６位 佐々木  智 之（大　分） 松　岡　羊　輔（熊　本） 松　岡　羊　輔（熊　本）

１位 石 川  美穂子（福　岡） 深 町　眞由美（福　岡） 黒　瀬　文　子（福　岡） ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｯｼｪﾙ(長崎) 杉　内　京　子（福　岡）

２位 中　村　ひとみ（福　岡） 福 田　早弥香（福　岡） 黒　瀬　文　子（福　岡）

３位 上 田　早弥香（福　岡） 各 務　裕美子（沖　縄）

４位 杉　内　京　子（福　岡）

１位 荒　木　順　子（佐　賀） 北　原　純　子（佐　賀） 杉　内　京　子（福　岡）

２位 戸　上　志　乃（福　岡） 戸　上　志　乃（福　岡） 福 浦　由美子（福　岡）

３位 吉　田　恵　子（福　岡） 吉　田　恵　子（福　岡）

４位 杉　内　京　子（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡）

男　子
70kg級

男　子
75kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
75kg超級

女　子

ミ　ス
健康美
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九州・沖縄クラス別選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 7月15日(日) 7月21日(日) 8月24日(日) 7月25日(日) 7月10日(日)

主　管 福岡県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟 福岡県ボディビル連盟

男子総合 １位 小　森　修　一（福　岡） 城　間　　　 明（沖　縄） 北　原　　　 誠（佐　賀） 中　嶋　　　 充（福　岡）

１位 中　尾　宗　夫（長　崎） 打　越　龍　朗（鹿児島） 穂　積　　　 晃（長　崎） 安　部　　　 保（大　分） 犬　丸　吉　幸（福　岡）

２位 濱　本　弘　海（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡） 仲宗根　義 則（沖　縄） 田　中　瑞　穂（福　岡） 服　部　健　史（佐　賀）

３位 西　山　博　志（福　岡） 藤　村　政　敏（宮　崎） 尾　畑　圭　一（福　岡） 上　田　祐　司（　　　　） 岡　崎　光　男（宮　崎）

１位 居細工　直 也（鹿児島） 松　本　　　 隆（福　岡） 川　岸　　　 良（福　岡） 原　口　真　一（佐　賀） 竹　村　昌　紘（福　岡）

２位 犬　束　貴　博（福　岡） 松　尾　幸　作（香　川） 権　藤　一　夫（福　岡） 榎　本　隆　司（大　分） 石　田　　　 正（大　分）

３位 有　働　　　 治（福　岡） 濱　本　弘　海（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡） 菅　村　　　 徹（福　岡） 菅　村　　　 徹（福　岡）

４位 瓜　生　明　紀（福　岡）

５位 杉　内　忠　久（福　岡）

６位 藤　村　政　敏（宮　崎）

１位 大　庭　範　久（福　岡） 長　門　伸　悟（沖　縄） 北　原　　　 誠（佐　賀） 西 山　和仁士（鹿児島） 中　嶋　　　 充（福　岡）

２位 福　岡　正　男（福　岡） 前　田　浩　二（長　崎） 今　村　孝　文（福　岡） 宮　崎　　　 純（長　崎） 伊　藤　一　洋（福　岡）

３位 川　口　　　 栄（長　崎） 松　添　康　夫（長　崎） 伊　藤　一　洋（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡） 新　井　竹　彦（長　崎）

４位 川　岸　　　 良（福　岡）

５位 川　口　　　 栄（長　崎）

６位 前　田　浩　二（長　崎）

１位 小　森　修　一（福　岡） 城　間　　　 明（沖　縄） 松　添　康　夫（長　崎） 樋　口　利　之（福　岡） 黒　木　政　利（宮　崎）

２位 樋　口　利　之（福　岡） 樋　口　利　之（福　岡） ﾗﾘｰｼﾞｭﾝｱｺｽﾀ（長　崎） ﾗﾘｰｼﾞｭﾝｱｺｽﾀ（長　崎） 日　高　　　 敬（福　岡）

３位 黒　木　政　利（宮　崎） 黒　木　政　利（宮　崎） 力　武　隆　一（　　　　） 日　高　　　 敬（福　岡） 尼　崎　陽 一（長　崎）

４位 伊　藤　一　洋（福　岡）

５位 西　田　哲　也（鹿児島）

６位 篠　田　　　 理（福　岡）

１位 吉　村　浩　和（福　岡） 赤　木　淳　平（沖　縄） 阿　部　正　則（　　　　） 石　丸　広　史（福　岡） 河　村　英　樹（福　岡）

２位 井　上　大　輔（　　　　） 井　上　大　輔（　　　　） 宮　崎　孝　治（　　　　） 宮　本　浩　次（大　分） ﾗﾘｰｼﾞｭﾝｱｺｽﾀ（長　崎）

３位 深　見　聖　一（福　岡） 大　渡　祐　司（　　　　） 石　丸　洋　史（福　岡） 林　田　真　明（　　　　） 宮　崎　幸　治（福　岡）

４位 大　坪　克　也（宮　崎）

５位 徳　永　有　冶（　　　　）

１位 前　田　洋　江（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡）

２位 藤　田　未　央（福　岡） 戸　上　志　乃（福　岡）

３位 杉　内　京　子（福　岡）

年　度 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

開催日 8月3日(日) 7月26日(日)

主　管

１位 大　庭　範　久（福　岡） 菊　池　嘉　孝（　　　　）

２位 牧　　　 国　久（　　　　） 今　村　浩　己（　　　　）

３位 伊　藤　征　永（福　岡） 中　尾　宗　夫（長　崎）

１位 有　働　　　 治（福　岡） ｼﾞｮｰｼﾞ ﾊﾞﾅﾃﾞｨﾉ（　　　）

２位 松　本　　　 昇（　　　　） 中　嶋　　　 充（福　岡）

３位 大　村　和　広（　　　　） 松　本　　　 昇（　　　　）

１位 山　田　博　三（福　岡） 田　代　　　 誠（鹿児島）

２位 森　薗　康　隆（　　　　） 黒　木　政　利（宮　崎）

３位 吉　村　敏　彰（福　岡） 小　山　　　 勇（福　岡）

１位 小斉平　　　豊（鹿児島） 友　納　耕　二（福　岡）

２位 力　武　隆　一（　　　　） 力　武　隆　一（　　　　）

３位 佐　藤　大　作（鹿児島） 秦　　　 安　広（宮　崎）

１位 財　前　貴　充（福　岡） 吉　山　潤　一（長　崎）

２位 吉　山　潤　一（長　崎） 二 串　幸之助（福　岡）

３位 増　田　　　 仁（長　崎） 増　田　　　 仁（長　崎）

男　子
75kg超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

女　子

男　子
75kg超級

男　子
60kg級

男　子
65kg級

男　子
70kg級

男　子
75kg級
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年　度 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

開催日 9月4日(日)

主　管 福 岡 県 連 盟

１位 岡　村　宗　明（佐　賀）

２位 行　德　一　志（福　岡）

３位 﨑　村　哲　土（福　岡）

４位 上　地　賢　志（沖　縄）

５位 永　田　和　久（鹿児島）

６位 原　田　和　也（福　岡）

１位 大殿内 南生人（沖　縄）

２位 時　吉　純　平（宮　崎）

３位 田　中　英　樹（福　岡）

４位 島　田　　　 勝（長　崎）

５位 平　湯　史　郎（長　崎）

６位 入　江　繁　司（長　崎）

１位 財　全　浩　次（大　分）

２位 竹之内　忠 文（長　崎）

３位 外　間　博　也（沖　縄）

４位 田　中　侑　樹（佐　賀）

５位 宮　川　　　 亮（福　岡）

６位 山　口　　　 隆（長　崎）

１位 米　須　清　陽（沖　縄）

２位 今古賀　　　翔（福　岡）

３位 半下石　泰 樹（沖　縄）

４位 今　井　良　平（長　崎）

５位 小　野　政　樹（宮　崎）

６位 内　田　尚　浩（佐　賀）

172cm
以下級

九州・沖縄メンズフィジーク選手権大会 入賞者一覧表

176cm
超級

ｶﾃｺﾞﾘｰ

176cm
以下級

168cm
以下級
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年　度 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年

開催日 7月20日(日) 7月26日(日) 9月25日(日)

主　管 宮 崎 県 連 盟 宮 崎 県 連 盟 鹿児島県連盟

１位 宮　本　浩　次（大　分） 横　山　　　 透（宮　崎） 福　地　　　剛（鹿児島）

２位 福　山　翔　太(鹿児島） 植　田　兼　史（鹿児島） 日　高　博　司（宮　崎）

３位 重　満　幸　治（宮　崎） 児　玉　澄　雄（鹿児島） 恒　吉　隆　志（鹿児島）

４位 川　崎　駿　也（宮　崎） 永　窪　　　 弘（宮　崎） 永　窪　　　 弘（宮　崎）

５位 福　地　　　剛(鹿児島） 日　高　博　司（宮　崎） 大　坪　克　也（宮　崎）

６位 今　村　充　志（大　分） 重　満　幸　治（宮　崎） 畠　中　洋　介（鹿児島）

１位 海老原　孝 徳（宮　崎） 西　田　哲　也（鹿児島） 柿　下　健　一（鹿児島）

２位 奥　田　裕　久(鹿児島） 柿　下　健　一（鹿児島） 川　口　　　順（鹿児島）

３位 米　倉　敏　幸（鹿児島） 松　村　仁　志（鹿児島）

４位 米　倉　敏　幸（鹿児島）

５位 西　田　哲　也（鹿児島）

１位 阿　部　　　 保（大　分） 岡　崎　光　男（宮　崎） 徳　田　和　昭（鹿児島）

２位 岡　崎　光　男（宮　崎） 福　重　隆　義（鹿児島） 福　重　隆　義（鹿児島）

３位 立　山　安　雄（宮　崎） 立　山　安　雄（宮　崎） 岡　崎　光　男（宮　崎）

４位 赤　塚　義　邦（宮　崎） 上ノ瀬　貞 美（宮　崎） 宇　都　義　美（鹿児島）

５位 上ノ瀬　貞 美（宮　崎）

６位 福　重　隆　義(鹿児島）

１位 時　吉　純　平（宮　崎）

２位 後　藤　将　征（鹿児島）

３位 上木原　　　孝（鹿児島）

４位 小牟田　　　潤（鹿児島）

５位 平　井　　　忠（鹿児島）

６位 中　村　孝　志（鹿児島）

１位 船ヶ山 千代花（宮　崎）

２位 谷　崎　和　代（鹿児島）

３位 大仁田　亜 紀（長　崎）

ﾒﾝｽﾞ
ﾌｨｼﾞｰｸ

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾋﾞｷﾆ

南九州選手権大会 入賞者一覧表

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才
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年　度 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年

開催日 7月12日(日) 7月3日(日)

主　管 長 崎 県 連 盟 長 崎 県 連 盟

１位 大　庭　範　久（福　岡） 長　瀬　　　 怜（福　岡）

２位 松　坂　博　文（福　岡） 鬼　木　貴　史（佐　賀）

３位 石　丸　広　史（福　岡） 木　戸　竜　平（長　崎）

４位 坂　本　邦　博（福　岡） 副　島　宏　志（福　岡）

５位 立　野　智　宏（福　岡） 大　塚　正　明（熊　本）

６位 木　戸　竜　平（長　崎） 石　丸　広　史（福　岡）

１位 原　口　美　幸（長　崎） 原　口　美　幸（長　崎）

２位 溝　田　和　美（福　岡）

１位 脇　坂　直　光（福　岡）

２位 松　添　康　夫（長　崎）

３位 御　厨　敬　慈（福　岡）

１位 水　摩　守　孝（福　岡） 榎　本　隆　司（大　分）

２位 西　田　哲　也（鹿児島） 福　岡　正　男（福　岡）

３位 近　藤　正　之（福　岡） 田　中　政　文（福　岡）

４位 森　浦　正　昭（長　崎） 西　田　哲　也（鹿児島）

５位 足　立　吉　隆（福　岡） 水　摩　守　孝（福　岡）

６位 増　田　要　司（長　崎） 松　尾　良　信（長　崎）

１位 安　部　　　 保（大　分） 安　部　　　 保（大　分）

２位 星　見　　　 勝（福　岡） 竹　下　浩　一（長　崎）

３位 福　重　隆　義（鹿児島） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

４位 島　添　敏　彰（福　岡） 竹　内　春　夫（福　岡）

５位 山　田　　　 博（長　崎） 岩　本　省　三（福　岡）

６位 福　重　隆　義（鹿児島）

１位 衛　藤　雄　一 赤　崎　　　 智（個　人）

２位 飯　田　彰　彦 松　本　信　一（個　人）

３位 瀬　戸　雄　太 田　川　知　弘（個　人）

４位 上　田　優　次 上　田　優　次（個　人）

５位 重　枝　忠　幸 黒　田　祐　輔（個　人）

６位 樋　口　　　翔 谷　川　洋　平（個　人）

１位 武　道　敬　士 武　本　直　也（個　人）

２位 入　江　繁　司 田　中　英　樹（個　人）

３位 武　本　直　也 入　江　繁　司（長　崎）

４位 平　湯　史　郎 柴　田　喬　輔（個　人）

５位 水　下　耕　介 平　湯　史　郎（個　人）

６位 松　本　博　樹 松　本　博　樹（長　崎）

１位 宮　本　浩　次 大久保　徳　之（個　人）

２位 竹之内　忠　史 鉄　谷　毅　志（個　人）

３位 大久保　徳　之 竹之内　忠 史（長　崎）

４位 山　口　　　隆 山　口　　　 隆（個　人）

５位 藤　本　智　博 川　上　　　 健（個　人）

６位 田　中　侑　樹 土　井　豊　文（個　人）

１位 村　上　京　介 今古賀　　　翔（個　人）

２位 東　堀　雄　介 今　井　良　平（個　人）

３位 馬　場　源太郎 馬 場　源太郎（個　人）

４位 ﾄﾞﾘｭﾒﾌ　ﾃﾞｨﾐﾀｰ 東　堀　雄　介（個　人）

５位 寺　田　欽　弥 松　本　幸　大（個　人）

６位 ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ　セス 久保田　隆 慈（個　人）

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾌﾟﾝ

168cm級

ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾌﾟﾝ

172cm級

ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾌﾟﾝ

176cm級

ﾌｨｼﾞｰｸ
ｵｰﾌﾟﾝ

176cm超

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

西海選手権大会 入賞者一覧表

男　子

女　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ
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西海選手権大会 入賞者一覧表

年　度 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

開催日 6月24日(日) 6月23日(日) 7月27日(日)

主　管 長崎県ボディビル連盟 長崎県ボディビル連盟

１位 原　口　健　治 福　地　　　 剛 松　添　康　夫

２位 牧　　　 信　行 松　添　康　夫 伊　藤　一　洋

３位 有　働　　　 治 打　越　龍　朗 力　武　隆　一

４位 畠　中　洋　介

５位 大　坪　克　也

６位 松　本　　　 隆

１位 前　田　洋　江

２位 猪　原　美　紀

１位 宮　川　八男生

２位 田　村　博　幸

３位 時　吉　龍　一

１位 長 久　征二郎

２位 納　見　　　 剛

男　子
ｼﾞｭﾆｱ

ｶﾃｺﾞﾘｰ

男　子

女　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ
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ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

1位 長　田　洋　一 岡　田 　　 隆

2位 生　稲　悦　宏 長　田  洋　一

3位 大　澤　　　 正 田　代　　　圭

4位 實　方　博　士 木　村  善　幸

5位 東　江　英　行 久保田  雄　司

6位 小　島　正　裕 小　島  正　裕

1位 大　澤　　　 正 田　代　　　圭

2位 實　方　博　士 實　方  博　士

3位 服　部　健太郎 高　橋  幸　男

4位 吉　田　英　樹 小田橋  伸　英

5位 高　橋　宏　行 中　嶋　　  充

6位 根　本　俊　治 高　橋  宏　行

1位 森　山　芳　久 新　井  弘　道

2位 小　島　正　裕 丹　羽  真　一

3位 丹　羽　真　一 木　村  善　幸

4位 矢　崎　丹　堂 小　島　正　裕

5位 登　坂　文　朗 森　山  芳　久

6位 筒　井　光　広 加　藤　　　充

1位 渡　辺　　　孝 辺　見　不二男

2位 松　山　　　茂 坂　本  信　一

3位 渡　辺　　  孝

1位 井　原　　　 茂 蜂　須　　　貢

2位 蜂　須　　　 貢 松　山　　　茂

3位 福　島　信　夫 福　島　信　夫

4位 福　重　隆　義

5位 中 谷　敬次郎

1位 木　村　博　男

2位 福　重  隆　義

3位 吉　田　昌　弘

1位 磯　山　範　子 鈴　木  宏　子

2位 山　本　貴　子 磯　山　範　子

1位 間　　　 太　輔 遠　藤　　  孝

2位 小田切　雄　太 加曽利  亮　介

3位 齊　藤　哲　也 高　沼　直　幸

4位 阿　部　貴　樹 大　門　宏　幸

5位 加曽利　亮 介

日本社会人選手権大会 入賞者一覧表

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
新　人

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

70才

女　子
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日本社会人選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年

1位 東　江　英　行 小　森　修　一 城　間　　　 明 新　井　弘　道 原　　　 哲　矢 根　津　　　 綾 松　尾　幸　作

2位 丹　羽　真　一 井　原　　　 茂 長　田　洋　一 渡　邊　　　 茂 長　田　洋　一 原　　　 哲　矢 長　田　洋　一

3位 井　原　　　 茂 木　村　善　幸 木　村　善　幸 桃　沢　裕　二 田　代　　　 圭 長　田　洋　一 生　稲　悦　宏

4位 田　代　　　 圭 田　代　　　 圭 渡　邊　　　茂 長　田　洋　一 加　藤　　　 充 東　江　英　行 大　澤　　　 正

5位 木　村　善　幸 高　垣　　　 徹 北　村　弘　行 田　代　　　 圭 根　津　　　 綾 小　島　正　裕 小　島　正　裕

6位 山　本　　　 太 北　村　弘　行 井　原　　　 茂 加　藤　　　 充 久保田　雄 司 加　藤　　　 充 田　代　　　 圭

1位 木　村　善　幸 丹　羽　真　一 城　間　　　 明 丹　羽　真　一 小　島　正　裕 中　嶋　　　 充 生　稲　悦　宏

2位 茂　木　正　夫 加　藤　　　 充 登　坂　文　朗 小　島　正　裕 根　津　　　 綾 小田橋　伸 英 工　藤　修　平

3位 登　坂　文　朗 登　坂　文　朗 丹　羽　真　一 登　坂　文　朗 久保田　雄 司 上　野　俊　彦 落　合　敬　太

4位 長　島　毅　彦 小　島　正　裕 山　本　　　太 久保田　宏 之 久保田　宏 之 登　坂　文　朗 根　本　俊　治

5位 筒　井　光　広 根　本　俊　治 小　島　正　裕 筒　井　光　広 登　坂　文　朗 吉　田　英　樹 吉　田　英　樹

6位 大　野　国　士 工　藤　修　平 筒　井　光　広 工　藤　修　平 中　嶋　　　 充 久保田　宏 之 登　坂　文　朗

1位 井　原　　　 茂 北　村　弘　行 加　藤　　　 充 渡　邊　　　 茂  新　井　弘　道 矢　崎　丹　堂 久保田　宏 之

2位 北　村　弘　行 渡　邊　　　 茂 渡　邊　　　 茂 矢　崎　丹　堂 筒　井　光　広 筒　井　光　広 矢　崎　丹　堂

3位 辺 見　不二男 河　原　春　海 松　山　　　 茂 稲　益　　　 稔 矢　崎　丹　堂 渡　辺　　　 孝 筒　井　光　広

4位 松　山　　　 茂 松　山　　　 茂 矢　崎　丹　堂 辺 見　不二男 渡　辺　　　 孝 中　尾　　　 潔 渡　辺　　　 孝

5位 矢　崎　丹　堂 千　束　正　彦 辺 見　不二男 清　水　研　一 〔1位･2位繰上げ〕 増　田　　　 馨 南　　　 秀　孝

6位 渡　辺　　　 孝 渡　辺　　　 孝 千　束　正　彦 中　尾　　　 潔

1位 登　坂　　　 勉 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂 石　津　永　司 蜂　須　　　  貢 蜂　須　　　 貢 北　村　弘　行

2位 木　村　博　男 中 谷　敬次郎 渡　辺　　　 登 松　山　　　 茂 石　津　永　司 辺 見　不二男 辺 見　不二男

3位 東海林　　　徹 中 谷　敬次郎 福　島　信　夫 辺 見　不二男 鈴　木　和　男 松　山　　　 茂

4位 吉　田　昌　弘 福　島　信　夫 中 谷　敬次郎 松　山　　　  茂 松　山　　　 茂 鈴　木　和　男

5位 及　川　仁　志 福　島　信　夫 福　島　信　夫 福　島　信　夫

6位 中 谷　敬次郎 中 谷　敬次郎

1位 木　村　博　男 木　村　博　男 井　原　　　 茂 木　村　博　男 井　原　　　茂 井　原　　　 茂

2位 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 木　村　博　男 吉　田　昌　弘 木　村　博　男 森　田　輝　夫

3位 吉　田　昌　弘 東海林　　　徹 登　坂　　　 勉 吉　田　昌　弘 木　村　博　男

4位 東海林　　　徹 皆　川　修　二 吉　田　昌　弘 澤　崎　泰　雄 吉　田　昌　弘

5位 中 谷　敬次郎

女　子 1位 高　石　順　子

1位 小笠原　匡 志 鈴　木　翔　太

2位 石　井　雅　治 坂　本　信　一

3位 高　橋　宏　行 伊　藤　　　 正

4位 伊　藤　誠　浩 佐　藤　雄　太

5位 落　合　敬　太 小　島　彬　義

6位 倉 本　孝太郎 田　口　正　和

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

65才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
新　人

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才

男　子
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日本社会人選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年

1位 津　田　　　 宏 御　堂　直　樹 井　上　裕　章 井　上　裕　章 生　稲　悦　宏 武　田　　　 正 青　柳　一　男

2位 御　堂　直　樹 生　稲　悦　宏 小　林　幸　治 小　林　幸　治 久保田　宏 之 長　田　洋　一 山　本　　　 太

3位 小野寺　正 道 小　林　幸　治 生　稲　悦　宏 生　稲　悦　宏 小　林　幸　治 進　藤　大　靖 小　林　幸　治

4位 小　林　幸　治 北　村　弘　行 山　本　　　 太 神　田　宜　儀 山　本　真　也 小　林　幸　治 高　垣　　　 徹

5位 青　柳　一　男 小野寺　正 道 上　野　俊　彦 山　本　　　 太 山　本　　　 太 高　垣　　　 徹 茂　木　正　夫

6位 上　野　俊　彦 井　上　裕　章 小野寺　正 道 北　村　弘　行 根　本　俊　治 木　村　善　幸 久保田　宏 之

1位 赤 崎　由美子 及　川　美　奈 高　石　順　子

2位 駒　場　清　美 今　井　尚　美 ≪女子≫

3位 篠　原　美　貴 川　本　文　子

4位 曽　根　優　子

1位 石　井　直　方 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂 高　垣　　　 徹 井　原　　　 茂 小　林　幸　治 青　柳　一　男

2位 大河原　久 典 向　野　博　史 向　野　博　史 井　原　　　 茂 久保田　宏 之 木　村　善　幸 茂　木　正　夫

3位 高　瀬　恵　造 佐 々　日出夫 吉　岡　　　 洋 宮　井　昭　彦 稲　益　　　 稔 久保田　宏 之 久保田　宏 之

4位 渡　辺　　　 孝 高　瀬　恵　造 渡　辺　　　 孝 渡　辺　　　 孝 渡　辺　　　 孝 工　藤　修　平 赤　坂　　　 順

5位 辺 見　不二男 渡　辺　　　 孝 加　藤　正　行 高　瀬　恵　造 上　野　俊　彦 長　島　毅　彦 大　野　国　士

6位 河　野　博　史 加　藤　正　行 辺 見　不二男

1位 井　原　　　 茂 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉 石　津　永　司 井　原　　　 茂 井　原　　　 茂

2位 登　坂　　　 勉 松　山　　　 茂 松　山　　　 茂 東海林　　　徹 登　坂　　　 勉 松　山　　　 茂 辺 見　不二男

3位 松　山　　　 茂 東海林　　　徹 東海林　　　徹 松　山　　　 茂 北　村　弘　行 渡　辺　　　 登 渡　辺　　　 孝

4位 東海林　　　徹 神　原　健　二 木　村　博　男 石　津　永　司 松　山　　　 茂 加　藤　正　行 松　山　　　 茂

5位 蜂　須　　　 貢 山　岸　　　 徹 安　東　秀　明 木　村　博　男 木　村　博　男 西　谷　　　 泉 加　藤　正　行

6位 山　岸　　　 徹 辺 見　不二男 中 谷　敬次郎 安　東　秀　明

1位 登　坂　　　 勉 登　坂　　　 勉

2位 木　村　博　男 木　村　博　男

3位 東海林　　　徹 東海林　　　徹

4位 吉　田　昌　弘 吉　田　昌　弘

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

1位 新　井　弘　道 上　野　克　彦 大河原　久 典 山　田　頼　一 小　笹　秀　明 小田川　洋 司 三　木　幸　宣

2位 山　田　頼　一 小　笹　秀　明 三　木　幸　宜 三　木　幸　宜 御　堂　直　樹

3位 御　堂　直　樹 富　田　真　一 内　田　勝　久 内　田　勝　久 上　野　俊　彦

4位 三ツ木　吉 和 御　堂　直　樹 高　木　康　夫 石　津　永　司 松　山　　　 茂

5位 三　木　幸　宜 内　田　勝　久 上　野　俊　彦 高　木　康　夫 上　野　俊　彦

6位 小　笹　秀　明 上　野　俊　彦 坂　内　一　賀 北　村　弘　行 北　村　弘　行

1位 井　原　　　 茂 石　津　永　司 山　崎　義　夫 神　原　健　二 北　村　弘　行 松　山　　　 茂 大河原　久 典

2位 東海林　　　徹 登　坂　　　 勉 鵜　殿　　　 誠 渡　辺　　　 孝 辺 見　不二男

3位 宮　浦　力　男 宮　浦　力　男 荒　川　敏　夫 辺 見　不二男 渡　辺　　　 孝

4位 登　坂　　　 勉 東海林　　　徹 渡　辺　　　 孝 村　松　正　幸 村　松　正　幸

5位 神　原　健　二 鵜　殿　　　 誠 高　瀬　恵　造 加　藤　正　行 加　藤　正　行

6位 村　松　正　幸 高　瀬　恵　造 松　山　　　 茂 根　立　直　也 根　立　直　也

1位 ≪マスターズ≫ ≪マスターズ≫ 井　原　　　 茂 登　坂　　　 勉 東海林　　　徹

2位 宮　浦　力　男 井　原　　　 茂 木　村　博　男

3位 登　坂　　　 勉 東海林　　　徹 安　東　秀　明

4位 東海林　　　徹 及　川　仁　志 及　川　仁　志

5位 二　瓶　信　男 安　東　秀　明 福　島　信　夫

6位 木　村　博　男 中 谷　敬次郎 石　塚　勝　利

1位 横 田　喜代美 横 田　喜代美 江 口　由利子 佐　京　麻　利

2位 石　見　志　保 立 花　真由美 立 花　真由美 谷 口　真由美

3位 斉　藤　　　 円 駒　場　清　美 佐　京　麻　利 駒　場　清　美

4位 小　田　陽　子 小　田　陽　子 今　井　尚　美 川　本　文　子

5位 豊　住　典　子 江 口　由利子 赤 崎　由美子 今　井　尚　美

6位 三　浦　涼　子 明　田　里　花 町　田　幸　子 岩　瀬　裕　子

男　子

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

ミ　ス
ﾌｨｯﾄﾈｽ

男　子

ミ　ス
ﾌｨｯﾄﾈｽ

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

40才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

50才

男　子
ﾏｽﾀｰｽﾞ

60才
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日本社会人選手権大会 入賞者一覧表

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８７年 １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年

1位 上　山　成　昭 後　藤　裕　己 渡　辺　　　 茂 廣　田　俊　彦 浅　井　　　 仁 有　賀　誠　司

2位 山　田　頼　一

3位 富　田　真　一

4位 佐々木　孝 二

5位 御　堂　直　樹

6位 内　田　　　 優

1位 山　崎　義　夫 山 田　新五郎 東海林　　　徹 島　袋　正　和 井　原　　　 茂 東海林　　　徹

2位 登　坂　　　 勉

3位 石　津　永　司

4位 宮　浦　力　男

5位 山　室　益　祥

6位 神　原　健　二

ﾐｽ健康美 1位 斎　藤　玉　恵 斎　藤　玉　恵 斎　藤　玉　恵 田 中　由起子 風　晴　由　圭

ﾐｽﾏｯｽﾙ 1位 遠　藤　文　恵 大　島　ひろみ 秋　山　珠　実 橋　本　貴　子 松　本　俊　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９８０年 １９８１年 １９８２年 １９８３年 １９８４年 １９８５年 １９８６年

青年の部 1位 石　井　直　方 塚　本　猛　義 粟　井　直　樹 小　沼　敏　雄 高　西　文　利 北　村　克　己 新　井　弘　道

壮年の部 1位 山　崎　義　夫 梅　村　輝　雄 東海林　　　徹 宮　畑　　　 豊 松　原　　　 博 押　方　兼　二 岡　本　正　信

ﾐｽ健康美 1位 西 脇　美智子 上 原　美和子 西 脇　美智子 加 藤　久美子 須　藤　ゆ　き 田 吹　美智代 田 吹　美智代

ﾐｽﾏｯｽﾙ 1位 飯　島　ゆりえ

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９７３年 １９７４年 １９７５年 １９７６年 １９７７年 １９７８年 １９７９年

青年の部 1位 寺　川　和　昭 石　川　長　男 野　崎　清　重 梅　村　輝　雄 三田村　　　昭 朝　生　照　雄 福　島　一　則

壮年の部 1位 梅　村　輝　雄 寺　川　和　昭 梅　村　輝　雄 香　月　末　光 香　月　末　光 山　崎　義　夫 寺　川　和　昭

ﾐｽ健康美 1位 大　島　幸　子 大　島　幸　子

ｶﾃｺﾞﾘｰ 順位 １９６６年 １９６７年 １９６８年 １９６９年 １９７０年 １９７１年 １９７２年

青年の部 1位 中　畑　幸　雄 神　原　健　二 小　沢　幸　夫 横　塚　辰　雄 吉　川　　　 進 須　藤　孝　三 大　石　秀　夫

壮年の部 1位 小笠原　　　勉 竹　松　公　一 中　畑　幸　雄 東　条　正　範 藤　田　　　 務 東　条　正　範 藤　田　　　 務

男　子

ﾏｽﾀｰｽﾞ
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