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ア

相　川　浩　一 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2014年07月06日(日) 日本ｸﾗｽ別

相　川　浩　一 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年06月22日(金) 競技外検査

相　川　浩　一 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2006年11月15日(水) ｱｼﾞｱ大会前検査

相　川　浩　一 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2005年06月29日(水) 競技外検査

相　川　浩　一 東　京 1999年02月28日(日) 競技外検査

相　川　浩　一 東　京 1997年07月21日(月) 東京ｸﾗｽ別

相　澤　飛　鳥 学　生 2015年10月17日(土) 全日本学生

青　柳　　　武 東　京 1993年07月11日(日) 東京ｸﾗｽ別

青　山　　　聖 千　葉 2003年10月19日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

アカイヤ ミラー 長　崎 ｹﾞｯﾄｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 2008年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

赤　木　卓　也 大　阪 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 2010年08月29日(日) 関西ｸﾗｽ別

赤　澤　範　昭 広　島 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWin 2005年09月11日(日) 競技外検査

赤　澤　範　昭 広　島 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWin 2004年08月08日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

秋　本　真　希 福　井 2009年09月13日(日) 北陸甲信越

秋　山　和津美 大　阪 2007年08月04日(土) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

浅　野　喜久男 愛　知 2012年08月26日(日) 西日本

浅　野　喜久男 愛　知 2009年08月30日(日) 東海

浅　見　由理香 東　京 1997年09月21日(日) 女子ｱｼﾞｱ

朝　生　照　雄 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2002年05月16日(木) 競技外検査

朝　生　記　子 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2002年06月23日(日) 競技外検査

朝　生　記　子 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2002年05月26日(日) 女子ｱｼﾞｱ選抜

愛　宕　珠　子 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ 2015年09月06日(日) 東日本

愛　宕　珠　子 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱ ｼﾞﾑ 2013年07月21日(日) 日本ｸﾗｽ別

阿　部　ゆ　り 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京 2005年07月12日(火) 関東ｸﾗｽ別

阿　部　優　花 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城 2014年09月21日(日) 東日本

天　野　翔　太 静　岡 2011年08月21日(日) 静岡県

新　井　弘　道 社会人 群馬県立中之条高校ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2012年09月02日(日) 日本社会人 【検査陽性】

有　野　直　樹 新　潟 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2013年09月15日(日) 北陸甲信越

有　馬　康　泰 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2015年08月23日(日) 東京

イ

生　稲　悦　宏 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年07月10日(日) 東京ｸﾗｽ別

生　稲　悦　宏 社会人 2002年09月22日(日) 社会人

石　井　一　行 宮　崎 ﾜｳﾃﾞｨｰ ﾐﾔｻﾞｷ 2013年07月28日(日) 九州･沖縄

石　坂　恵　一 石　川 KAHOKU ボディビル同好会 2013年09月15日(日) 北陸甲信越

石　井　輝　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

石　井　輝　男 東　京 2012年05月13日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

石　井　敏　明 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2010年09月12日(日) 東日本

石　川　栄　一 宮　城 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別

石　川　祐　子 東　京 1998年10月11日(日) 日本

石　川　祐　子 東　京 1993年08月01日(日) 関東

石　坂　恵　一 石　川 KAHOKUﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ 2014年09月15日(月) 北陸甲信越

石　坂　哲　也 神奈川 1998年03月29日(日) 競技外検査

石　崎　秀　二 東　京 1997年10月12日(日) 日本

石　崎　秀　二 東　京 1995年09月10日(日) 東日本

石　田　典　子 神奈川 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道 2013年09月01日(日) 日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

石　原　政　文 山　梨 ｵﾘｴﾝﾄ ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2005年10月23日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

和　泉　悠　太 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京   2015年 競技外検査 【検査陽性】

和　泉　悠　太 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年10月04日(金) 競技外検査 【検査陽性】

和　泉　悠　太 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年08月18日(日) 東京

和　泉　悠　太 東　京 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2008年09月15日(月) 東日本

磯　部　美　穂 長　野 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2015年09月20日(日) 北陸甲信越

井　出　武　志 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2009年08月30日(日) 東京

伊　藤　一　洋 福　岡 西日本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2008年09月07日(日) 九州ｸﾗｽ別
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井　上　直　胤 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2004年07月11日(日) 日本ｸﾗｽ別

井　上　裕　章 静　岡 Body Planner Rabbitcho 2015年08月23日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

井　上　裕　章 静　岡 Body Planner Rabbitcho 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

井　上　裕　章 静　岡 2007年08月19日(日) 東海

井　上　博　樹 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F 2013年09月22日(日) 関西

井　上　博　樹 大　阪 2012年09月09日(日) 関西ｸﾗｽ別

井　上　博　樹 大　阪 2009年08月30日(日) 関西ｸﾗｽ別

井　上　博　樹 大　阪 2007年07月08日(日) 大阪ｸﾗｽ別

井　上　裕　子 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2003年09月07日(日) 競技外検査

井　上　裕　子 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2002年06月23日(日) 競技外検査

井　上　裕　子 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2002年05月26日(日) 女子ｱｼﾞｱ選抜

井　上　　　浩 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽ ｼﾞﾑ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

井　上　　　浩 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

井　上　　　浩 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2007年02月20日(火) 競技外検査

井　上　　　浩 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 2004年08月29日(日) 競技外検査

井　上　　　浩 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾌﾚｯｸｽⅠ 1999年08月05日(木) 競技外検査

井　上　　　浩 大　阪 1997年08月24日(日) 大阪

猪　原　美　樹 宮　崎 ｱﾎﾟﾛ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2011年08月21日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

猪　原　美　樹 鹿児島 JOY FIT 東砂本町 2009年10月12日(月) 日本

猪　原　美　樹 鹿児島 2008年07月13日(日) 日本ｸﾗｽ別

今　井　良　平 長　崎 ﾏﾙﾔｼﾞﾑ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

今　井　良　平 長　崎 2012年09月23日(日) 九州ｸﾗｽ別

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年11月13日(火) 競技外検査

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年02月14日(水) 競技外検査

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2005年09月11日(日) 競技外検査

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2005年07月31日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2005年06月12日(日) 大阪ｸﾗｽ別

今　中　直　博 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2004年08月29日(日) 競技外検査

今　村　　　敬 宮　城 2007年09月16日(日) 東北･北海道

今　村　潤　子 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年02月14日(水) 競技外検査

今　村　拓　夫 鹿児島 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ HERO 2011年09月19日(月) 九州

今　村　直　子 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年11月13日(火) 競技外検査

今　村　直　子 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年02月14日(水) 競技外検査

今　村　直　子 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2005年06月12日(日) 競技外検査

岩　尾　雄一郎 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2011年09月25日(日) 西日本

岩　尾　雄一郎 大　阪 1999年08月22日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

岩　尾　雄一郎 大　阪 1997年08月24日(日) 大阪

岩　尾　佳　毅 兵　庫 ABBCﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年09月12日(日) 関西

岩　谷　　　徹 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台 2005年09月04日(日) 東北･北海道

ウ

薄　島　千　佳 富　山 WORKOUT GYM 983 2014年09月15日(月) 北陸甲信越 【検査陽性】

内　田　幸　二 東　京 2006年07月30日(日) 東京

内　田　城　英 　 2008年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

内　山　　　操 広　島 呉ｽﾎﾟｰﾂ会館ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2015年08月02日(日) 中国四国

内　海　新　悟   2015年 競技外検査 【検査陽性】

内　海　新　悟 秋　田 ﾋﾞﾀﾐﾝﾊｳｽ 2013年08月11日(日) 東北･北海道 【検査陽性】

宇　野　明　訓 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年07月28日(日) 関東ｸﾗｽ別

宇　野　明　訓 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年05月08日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

宇　野　賢　明 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京 2015年07月26日(日) 関東

宇　野　賢　明 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2010年08月29日(日) 東京ｸﾗｽ別

宇　野　賢　明 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2009年05月05日(火) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

梅　津　真　人 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2010年08月29日(日) 東京ｸﾗｽ別

エ

江　川　裕　二 広　島 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑＷｉｎ 2014年08月17日(日) 中国四国
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江　口　浩　之 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2006年08月27日(日) 西日本

江　口　浩　之 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2005年09月11日(日) 競技外検査

衛　藤　雄　一 東　京 個人 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

江　端　健　治 北海道 ｱｲｱﾝｼﾞﾑ 2015年08月23日(日) 東北･北海道

恵　良　律　子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2007年02月19日(月) 競技外検査

恵　良　律　子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2005年09月11日(日) 東京

オ

及　川　隆　寿 岩　手 ﾓﾘｵｶ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2014年08月31日(日) 東北･北海道

及　川　隆　寿 岩　手 2012年09月02日(日) 東北･北海道

及　川　隆　寿 学　生 2009年10月25日(日) 全日本学生

大　垣　純　子 栃　木 1997年09月21日(日) 女子ｱｼﾞｱ

大久保　真　啓 宮　城 中村ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2009年08月30日(日) 東北北海道

大久保　真　啓 宮　城 2008年08月24日(日) 東北･北海道

大久保　信　昭 大　阪 1993年08月29日(日) 関西

大　倉　志満恵 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ FLEX 2009年09月13日(日) 関西

大　澤　　　正 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰ ｼﾞﾑ 2011年07月17日(日) 関東ｸﾗｽ別

大　澤　直　子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年10月14日(月) 日本

大　澤　直　子 東　京 2007年08月09日(木) ｱｼﾞｱ競技前検査

大　澤　直　子 東　京 2007年02月09日(金) 競技外検査

大　澤　　　正 千　葉 大澤整体ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2015年08月15日(土) 日本社会人

太　田　巧　一 東　京 1999年05月16日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

太　田　祐宇樹 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年05月05日(火) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

太　田　祐宇樹 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2008年05月11日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

太　田　圭　則 山　梨 小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会 2015年09月20日(日) 北陸甲信越

太　田　義　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年07月27日(日) 東京ｸﾗｽ別

太　田　義　弘 東　京 1997年05月18日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

大　坪　二　郎 神奈川 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ戸塚神奈川 2013年09月01日(日) 東日本

大　坪　二　郎 東　京 2007年02月18日(日) 競技外検査

大　坪　二　郎 東　京 1999年08月28日(土) 関東

大　野　伸　浩 1999年10月10日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

大　野　優　介 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2008年08月31日(日) 東京

大　原　陽一郎 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2011年08月28日(日) 東京

大　原　陽一郎 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2009年07月12日(日) 東京ｸﾗｽ別

大　森　恵美子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年07月15日(月) 東京ｸﾗｽ別

大　森　樹　理 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F 2015年09月06日(日) 関西

大　森　樹　理 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F 2015年08月30日(日) 西日本

大　森　樹　理 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ Ｂ&Ｆ 2013年08月18日(日) 西日本

小笠原　伸　子 神奈川 2012年08月12日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ

岡　田　勝　成 東　京 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2010年10月03日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

岡　田　勝　成 東　京 2009年10月12日(月) 日本

岡　田　典　子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑウエスト東京 2015年07月20日(月) 東京ｸﾗｽ別

岡　田　良　一 山　梨 2008年08月03日(日) 北陸甲信越

岡　部　謙　介 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2015年08月23日(日) 東京

岡　部　謙　介 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年08月17日(日) 東京

岡　部　謙　介 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2010年07月25日(日) 東京

岡　村　和　英 兵　庫 2007年06月24日(日) 日本ｸﾗｽ別

岡　本　　　薫 京　都 個人 2009年08月02日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ

小　川　裕一郎 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2010年06月06日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

沖　石　パウロ 静　岡 SEIBU GYM 1998年08月02日(日) 中部日本 【検査陽性】

奥　田　純　也 岐　阜 岐阜ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2014年08月31日(日) 東海

奥　村　武　司 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2008年09月28日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

奥　村　武　司 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

奥　村　武　司 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2007年02月14日(水) 競技外検査

奥　村　武　司 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2003年10月19日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
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尾　崎　昭　仁 新　潟 2007年03月03日(土) 競技外検査

尾　崎　昭　仁 新　潟 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 体夢 2004年08月08日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

尾　崎　昭　仁 新　潟 2000年01月30日(日) 競技外検査

長　田　洋　一 東　京 ㈱長田工務店ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2015年08月15日(土) 日本社会人

長　田　洋　一 社会人 ㈱長田工務店ボディビルクラブ 2014年09月06日(土) 社会人

押　川　俊　寛 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2004年07月18日(日) 東京ｸﾗｽ別

ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ 東　京 東京ﾄﾞｰﾑｽﾎﾟｰﾂ 2013年05月03日(金) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

小　田　敏　郎 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2015年10月12日(月) 男子日本 【検査陽性】

小　田　敏　郎 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2013年10月14日(月) 日本

小　田　敏　郎 愛　知 2006年08月27日(日) 西日本

小田川　洋　司 社会人 1999年08月29日(日) 日本社会人

鬼　木　貴　史 佐　賀 2012年08月05日(日) 九州

小野田　　　巧 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京 2015年07月20日(月) 東京ｸﾗｽ別

小野山　大　貴 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2008年10月05日(日) 日本ジュニア 【検査陽性】

カ

解　江　智　士 愛　知 1999年09月05日(日) 中部日本

解　江　智　士 愛　知 1995年09月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

加　賀　義　和 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年08月17日(日) 東京

加　賀　義　和 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年07月15日(月) 東京ｸﾗｽ別

加　賀　義　和 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2012年05月13日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

香　川　恭　孝 神奈川 1995年08月13日(日) 神奈川県

葛　西　孝　志 青　森 ﾊﾟﾜｰ ﾎﾞｯｸｽ 2009年08月30日(日) 東北北海道

葛　西　孝　志 東　京 2006年08月27日(日) 東北･北海道

笠　原　　　司 神奈川 ﾁｭﾗ･ﾆｾｰ ｸﾗﾌﾞ 2005年07月24日(日) 関東

笠　原　康　之 東　京 ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ竹の塚 2003年07月21日(月) 関東クラス別 【検査陽性】

梶　田　竜　嗣 学　生 2012年10月27日(土) 全日本学生

加　瀬　幸　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2015年07月26日(日) 関東

加　瀬　幸　男 東　京 2012年09月16日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

片　岡　敏　徳 岡　山 2012年08月19日(日) 中四国

岸　岡　智　久 大　阪 2015年09月06日(日) 関西

片　岡　宏　樹 兵　庫 MAX GYM 2015年08月23日(日) 関西ｸﾗｽ別

片　川　　　淳 山　口 Team焔神 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

片　川　　　淳 山　口 Team 焔神 2014年08月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

片　川　　　淳 山　口 ﾊﾟﾜﾌﾙﾍﾞｱｰｽﾞ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年09月19日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

片　川　　　淳 山　口 2007年02月10日(土) 競技外検査

岸　岡　智　久 大　阪 2013年09月08日(日) 関西ｸﾗｽ別

北　村　智　昭 兵　庫 2007年06月24日(日) 日本ｸﾗｽ別

加　藤　文　子 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2015年08月15日(土) 日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞ

加　藤　　　圭 北海道 ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｰ･ﾜﾝ 2015年09月06日(日) 東日本

加　藤　昌　平 愛　知 2012年08月12日(日) 東海

加　藤　住　良 栃　木 ｾﾝﾄﾗﾙ ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 宇都宮 2010年07月18日(日) 関東ｸﾗｽ別

加　藤　　　武 静　岡 2008年08月31日(日) 東海

加　藤　直　之 神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚 2013年10月14日(月) 日本

加　藤　直　之 神奈川 2012年08月05日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

加　藤　直　之 神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚 2011年08月21日(日) 関東

加　藤　直　之 神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚 2010年07月04日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

加　藤　直　之 神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚 2008年07月27日(日) 関東ｸﾗｽ別

門　脇　祐　二 鳥　取 ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾟﾗｻﾞｼﾞｬﾝﾌﾟｽ 2014年08月17日(日) 中国四国

金　井　雅　樹 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾗｲ 2014年08月17日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

金　井　雅　樹 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾗｲ 2013年08月25日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

金　井　雅　樹 大　阪 淡路ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2010年09月12日(日) 関西

神　田　知　子 大　阪 2012年10月07日(日) 日本

金　子　芳　宏 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ 寒川 2009年08月23日(日) 関東

金　子　芳　宏 神奈川 2006年08月06日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
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兜　森　　　剛 神奈川 横浜マリントレーニングジム 2014年07月20日(日) 関東ｸﾗｽ別

兜　森　　　剛 神奈川 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2011年08月21日(日) 関東

兜　森　　　剛 神奈川 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2010年08月08日(日) 神奈川ｵｰﾌﾟﾝ

鎌　田　　　優 東　京 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

鎌　田　　　優 東　京 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月17日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

鎌　田　　　優 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年09月11日(日) 東京

鎌　田　　　優 東　京 1999年05月16日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

鎌　田　　　圭 宮　城 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET 2015年08月23日(日) 東北･北海道

紙　田　由紀夫 東　京 1995年07月09日(日) 東京ｸﾗｽ別

上 地 クリスチャン 静　岡 2007年08月12日(日) 静岡県

上　村　　　稔 大　阪 1998年08月23日(日) 大阪 【検査陽性】

嘉　村　祐　彦 佐　賀 佐賀ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2009年07月20日(月) 九州

亀　山　芳　信 岡　山 2002年05月05日(日) 日米親善･岩国

川　合　剛　文 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年07月21日(月) 東京ｸﾗｽ別

河　勝　雅　行 京　都 2014年10月25日(土) 全日本学生

河　勝　雅　行 京　都 個人 2014年10月05日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

川　口　千　晶 岡　山 1998年10月11日(日) 日本

川　口　千　晶 岡　山 1998年03月29日(日) 競技外検査

川　崎　功　相 兵　庫 1999年09月12日(日) 関西

川　嶋　孝　之 京　都 2002年09月02日(月) 京都府

川　端　康　弘 埼　玉 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑごりら 2006年08月06日(日) 埼玉県 【検査陽性】

川　村　　　崇 福　岡 2008年07月13日(日) 日本ｸﾗｽ別

川　村　　　茂 東　京 1998年09月13日(日) 東京

川　村　　　茂 東　京 1997年09月20日(土) 東京

川　村　　　茂 東　京 1997年04月06日(日) 競技外検査

川　本　　　勝 大　阪 1998年03月29日(日) 競技外検査

川　本　　　勝 大　阪 1998年10月11日(日) 日本

神　田　知　子 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2011年09月25日(日) 西日本

神　田　優　作 愛　媛 ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ松山 2014年08月17日(日) 中国四国

間　　　太　輔 神奈川 川崎市消防局ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2015年08月15日(土) 日本社会人

キ

菊　池　誉　子 茨　城 ｵﾘﾊﾞ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ 2011年08月07日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ

木　澤　大　祐 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

木　澤　大　祐 愛　知 露橋ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2007年08月04日(土) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

木　澤　大　祐 愛　知 露橋ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2005年06月12日(日) 競技外検査

木　澤　大　祐 愛　知 露橋ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2004年08月29日(日) 競技外検査

木　澤　大　祐 愛　知 露橋ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2004年07月11日(日) 日本ｸﾗｽ別

岸　岡　智　久 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2014年09月07日(日) 関西

岸　岡　智　久 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2014年08月31日(日) 関西ｸﾗｽ別

岸　岡　智　久 大　阪 ｿﾃｯｸ ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2009年08月09日(日) 西日本

北　川　景太朗 京　都 POWER MAN GYM 2011年08月28日(日) 関西ｸﾗｽ別

北　原　　　誠 佐　賀 2003年10月13日(月) 日本

北　村　智　昭 兵　庫 川崎重工ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ部 2015年08月23日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

木　村　駿　介 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年05月04日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

木　村　征一郎 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2014年07月27日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

木　村　征一郎 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2014年06月15日(日) 大阪ｸﾗｽ別

木　村　晃　明 大　阪 2002年06月30日(日) 大阪ｸﾗｽ別

木　村　善　幸 社会人 岡山県立東岡山工業高校ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2009年08月23日(日) 社会人

吉　良　明　子 東　京 1999年07月18日(日) 東京ｸﾗｽ別

ク

工　藤　修　平 社会人 飯田運輸ボディビルクラブ 2014年09月06日(土) 社会人

國　井　裕　平 宮　城 2007年10月08日(月) 日本

國　井　裕　平 宮　城 2006年09月24日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

栗　原　尚　隆 東　京 2007年05月04日(金) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
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黒　川　直　樹 学　生 2009年10月25日(日) 全日本学生

コ

郷　　　直　樹 東　京 BODY ZONE 2014年07月27日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

郷　　　直　樹 神奈川 2002年08月18日(日) 神奈川県

甲　田　　　敦 長　野 CRES-M ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年08月08日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM 2015年10月12日(月) 男子日本

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM 2014年10月05日(日) 日本

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 2007年01月10日(水) 競技外検査

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 2003年09月07日(日) 競技外検査

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 2002年10月13日(日) 日本

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 2002年07月28日(日) 日本ｸﾗｽ別

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 2000年01月30日(日) 競技外検査

合　戸　孝　二 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ ｼﾞﾑ 1999年07月25日(日) 日本ｸﾗｽ別

合　戸　孝　二 静　岡 1999年02月28日(日) 競技外検査

河　野　智　洋 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年07月31日(日) 東京ｸﾗｽ別

小久保　一　美 東　京 2007年08月05日(日) 東ｱｼﾞｱ

小久保　一　美 東　京 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

小久保　一　美 東　京 2007年06月17日(日) 競技外検査

越　仮　正　敏 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

小　島　良　昭 宮　城 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｼﾗﾌﾞ仙台 2011年09月19日(月) 東北･北海道

小　菅　健　一 東　京 2006年05月07日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

児　玉　賢太郎 長　野 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2008年09月15日(月) 東日本

児　玉　賢太郎 長　野 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2006年07月30日(日) 日本ｸﾗｽ別

児　玉　賢太郎 長　野 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2003年07月20日(日) 日本ｸﾗｽ別

小　沼　敏　雄 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2008年09月28日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

小　橋　　　誠 岡　山 2008年09月07日(日) 中国四国

小　林　広　一 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ 2007年08月12日(日) 関東 【検査陽性】

小　林　広　一 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰ ｼﾞﾑ 2006年07月16日(日) 関東

小　林　広　一 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰ ｼﾞﾑ 2002年07月28日(日) 日本ｸﾗｽ別

小　林　　　悟 埼　玉 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ 2011年07月17日(日) 関東ｸﾗｽ別

小　林　広　一 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰ ｼﾞﾑ 2010年08月01日(日) 関東

小　林　有紀子 栃　木 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

駒　木　和　人 宮　城 1993年08月22日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

小　松　慎　吾 長　野 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ ﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ 2014年07月06日(日) 日本ｸﾗｽ別

小　松　慎　吾 長　野 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ ﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ 2013年10月14日(月) 日本

小　松　慎　吾 長　野 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ ﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ 2013年08月11日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

小　森　修　一 福　岡 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾋﾞｸﾄﾘｰ 2011年07月24日(日) 日本ｸﾗｽ別

小　森　修　一 社会人 ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ小森ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2009年08月23日(日) 社会人

小　森　修　一 社会人 ﾎﾞﾃﾞｰｼｮｯﾌﾟ小森ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2009年08月09日(日) 西日本

小　森　康　正 京　都 1999年09月12日(日) 関西

小役丸　　　弘 福　岡 1993年07月18日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜

近　藤　一　隆 東　京 王子ﾌｨｯﾄﾈｽ 2008年08月10日(日) 関東 【検査陽性】

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年08月05日(日) 東ｱｼﾞｱ

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年05月12日(土) 競技外検査

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2006年11月15日(水) ｱｼﾞｱ大会前検査

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2005年09月11日(日) 競技外検査

近　藤　賢　司 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2004年08月22日(日) 競技外検査

近　藤　賢　司 東　京 1997年08月17日(日) 関東

サ

西　條　正太郎 大　阪 2009年08月30日(日) 関西ｸﾗｽ別

財　全　浩　次 大　分 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞ 2015年08月30日(日) 九州ｸﾗｽ別

財　前　貴　充 福　岡 1999年02月28日(日) 競技外検査

財　前　友　律 福　岡 1999年08月22日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
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財　前　友　律 福　岡 1997年09月07日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

斉　藤　　　要 茨　城 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ WIN 2011年09月11日(日) 茨城県

齊　藤　康　二 東　京 2012年07月29日(日) 東京ｸﾗｽ別

齊　藤　康　二 東　京 2012年07月15日(日) 関東ｸﾗｽ別

斎　藤　孝　治 宮　城 名取ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 2010年09月19日(日) 東北･北海道

斎　藤　丈　生 東　京 BODY ZONE 2008年07月13日(日) 東京ｸﾗｽ別

齋　藤　真　人 東　京 個人 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

斉　藤　真　人 東　京 個人 2014年08月31日(日) 日本ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ

酒　井　隆　典 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2008年09月28日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

栄　田　康　人 長　崎 2012年09月23日(日) 九州ｸﾗｽ別

坂　本　愛　美 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年08月25日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ

坂　本　邦　博 福　岡 ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ 2015年09月06日(日) 九州･沖縄

坂　本　涼　子 社会人 2006年09月02日(土) 日本社会人

佐　倉　信　一 神奈川 2007年06月24日(日) 日本ｸﾗｽ別

佐　倉　信　一 神奈川 1997年07月13日(日) 神奈川県

櫻　井　藤　子 長　野 2012年08月19日(日) 北陸甲信越

佐々木　あゆみ 静　岡 石坂ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2014年08月17日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ

佐々木　あゆみ 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ GYM 2011年10月10日(月) 日本

佐々木　あゆみ 静　岡 ﾏｯｽﾙﾊｳｽ GYM 2010年10月03日(日) 日本

佐々木　　　晋 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年02月09日(金) 競技外検査

佐々木　　　晋 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年07月31日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

佐々木　　　晋 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2003年09月28日(日) 東京

佐々木　　　晋 東　京 1997年09月20日(土) 東京

佐々木　　　晋 東　京 1997年04月06日(日) 競技外検査

佐々木　　　卓 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2008年08月31日(日) 東京

佐々木　　　卓 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2008年07月13日(日) 東京ｸﾗｽ別

佐々木　隆　治 福　岡 ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽ ｼﾞﾑ 2013年09月22日(日) 九州ｸﾗｽ別

佐々木　隆　治 福　岡 ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽ ｼﾞﾑ 2013年08月11日(日) 福岡県

佐　藤　浩　滋 福　岡 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡 2015年09月06日(日) 九州･沖縄

佐　藤　浩　慈 長　崎 鍛銅ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年09月05日(日) 九州ｸﾗｽ別

佐　藤　茂　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年08月18日(日) 東京

佐　藤　茂　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年07月21日(日) 日本ｸﾗｽ別

佐　藤　茂　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2012年08月12日(日) 関東

佐　藤　茂　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年08月28日(日) 東京

佐　藤　茂　男 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2004年08月22日(日) 東日本ｵｰﾌﾟﾝ

佐　藤　正　悟 大　阪 個人 2015年09月22日(火) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ

佐　藤　大　作 鹿児島 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ MAX 2014年09月23日(火) 九州ｸﾗｽ別

佐　藤　大　作 鹿児島 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑMAX 2011年09月19日(月) 九州

佐　藤　大　作 鹿児島 2010年08月22日(日) 九州

佐　藤　貴　規 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

佐　藤　貴　規 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年08月21日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

佐　藤　貴　規 東　京 2007年08月05日(日) 東ｱｼﾞｱ

佐　藤　俊　充 東　京 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別

佐　藤　弘　人 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ Muscle & Beauty 2011年08月07日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

佐　藤　弘　人 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ Muscle & Beauty 2010年08月29日(日) 関西ｸﾗｽ別

佐　藤　美由紀 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年07月27日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

佐　藤　芳　恵 福　岡 1999年02月28日(日) 競技外検査

佐　貫　　　剛 山　口 Team焔神 下松ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2013年08月11日(日) 中国四国

猿　山　直　史 大　阪 2006年08月27日(日) 大阪

猿　山　直　史 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾄﾗｲ 2014年08月10日(日) 西日本

澤　田　めぐみ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

澤　田　めぐみ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年08月17日(日) 東京

澤　田　めぐみ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年07月06日(日) 日本ｸﾗｽ別

澤　田　めぐみ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年05月04日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
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三本木　しのぶ 福　島 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ郡山福島 2014年08月31日(日) 東北･北海道

シ

シアル ハミト レザー 東　京 2006年05月07日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

塩　谷　勝　英 東　京 2007年08月26日(日) 東京

重　岡　寿　典 山　口 ｸﾗﾌﾞ ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ 2010年08月29日(日) 中四国大会

重　岡　寿　典 山　口 2012年09月09日(日) 日本ｸﾗｽ別

重　岡　寿　典 広　島 ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ ｼﾞﾑ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

重　岡　寿　典 山　口 2007年02月09日(金) 競技外検査

重　田　雅　治 山　口 ｳｪﾙﾈｽ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 2010年08月29日(日) 中四国大会

重　満　幸　治 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2003年06月01日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

芝　原　茂　樹 徳　島 2008年08月31日(日) 西日本

島　尻　泰　史 沖　縄 2012年08月05日(日) 九州

嶋　田　慶　太 福　岡 ﾌｨｯﾄﾈｽ&ﾊﾟﾜｰｼﾞﾑ 2015年08月30日(日) 西日本

嶋　田　慶　太 福　岡 ﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾊﾟﾜｰｼﾞﾑ 2014年09月23日(火) 九州ｸﾗｽ別

嶋　田　慶　太 福　岡 ﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾊﾟﾜｰｼﾞﾑ 2014年08月31日(日) 九州･沖縄

嶋　田　信　吾 東　京 1999年07月18日(日) 東京ｸﾗｽ別

嶋　田　泰次郎 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2015年07月20日(月) 東京ｸﾗｽ別

島　田　弓　美 長　野 2008年08月03日(日) 北陸甲信越

清　水　恵理子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2015年09月13日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

清　水　恵理子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

清　水　恵理子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年09月20日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

清　水　恵理子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年08月30日(日) 東京

清　水　泰　地 神奈川 Kﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2009年08月23日(日) 関東

清　水　正　志 東　京 2002年05月26日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

下　田　雅　人 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年11月03日(土) 競技外検査

下　田　雅　人 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2004年09月20日(月) 東京

下　田　雅　人 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2003年09月28日(日) 東京

下　田　雅　人 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2003年07月20日(日) 日本ｸﾗｽ別

下　田　雅　人 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2002年07月21日(日) 東京ｸﾗｽ別

白　岩　喜　子 東　京 1999年09月12日(日) 東京

城　畑　和　広 富　山 ﾊﾟﾜｰﾏﾝ ｼﾞﾑ 2010年09月20日(月) 北陸甲信越

城　間　　　明 社会人 ｷｬﾝﾌﾟ･ﾊﾝｾﾝ消防ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2010年08月01日(日) 日本社会人

新　藤　健　次 和歌山 筋ﾄﾚ道場ﾌﾘｰﾀﾞﾑ 2015年08月23日(日) 関西ｸﾗｽ別

新　藤　健　次 和歌山 2013年09月08日(日) 関西ｸﾗｽ別

新　名　一　仁 神奈川 1998年08月16日(日) 神奈川県

ス

須　江　正　尋 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年07月28日(土) 競技外検査

須　江　正　尋 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2006年11月15日(水) ｱｼﾞｱ大会前検査

須　江　正　尋 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年10月13日(月) 日本

末　永　和　政 大　阪 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別

菅　原　佳代子 青　森 むつ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2013年08月11日(日) 東北･北海道

菅　原　佳代子 青　森 むつﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2015年08月23日(日) 東北･北海道

杉　井　ますみ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2008年09月28日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

杉　井　ますみ 東　京 1998年10月11日(日) 日本

杉　浦　博　純 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑSPORTS 2005年06月28日(火) 大阪ｸﾗｽ別

杉　山　伸　一 東　京 2006年07月09日(日) 東京ｸﾗｽ別

杉　山　伸　一 東　京 中野ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2003年07月27日(日) 東京ｸﾗｽ別

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京 2015年10月12日(月) 男子日本

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年10月05日(日) 日本

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2010年10月03日(日) 日本

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年08月05日(日) 東ｱｼﾞｱ

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年05月16日(水) 競技外検査

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年02月17日(土) 競技外検査

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2006年10月01日(日) 日本
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鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年09月11日(日) 東京

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年03月20日(日) 競技外検査

鈴　木　　　雅 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2004年06月06日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

須　山　翔太郎 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

須　山　翔太郎 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年10月05日(日) 日本

須　山　翔太郎 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年10月12日(月) 日本

須　山　翔太郎 東　京 2007年10月08日(月) 日本

須　山　翔太郎 東　京 ﾌｼﾞ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2004年09月20日(月) 東京

須　山　翔太郎 東　京 1999年09月12日(日) 東京

諏　訪　順　子 神奈川 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾞﾑ 2003年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

セ

清　　　結　花 静　岡 1993年07月18日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜

関　根　由　美 東　京 1995年07月09日(日) 東京ｸﾗｽ別

世古口　和　久 三　重 KING SPIRTS GYM 2010年08月15日(日) 東海

ソ

相　馬　貴　子 神奈川 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川 2014年10月05日(日) 日本

相　馬　貴　子 長　野 春原ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2009年09月20日(日) 東日本

染　川　雄　祐 大　阪 ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 2005年06月28日(火) 大阪ｸﾗｽ別

征　矢　洋　文 長　野 2007年09月25日(火) 競技外検査

征　矢　洋　文 長　野 2006年08月20日(日) 北陸甲信越

タ

峠　田　卓　也 福　岡 ﾌｨｯﾄﾈｽ&ﾊﾟﾜｰｼﾞﾑ 2011年08月07日(日) 九州ｸﾗｽ別

高　垣　　　徹 和歌山 ﾍﾙﾒｽ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2009年09月13日(日) 関西

高　木　　　昇 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄ ﾞ寒川 2013年09月15日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

高　岸　豊　治 三　重 2012年09月16日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

高　岸　豊　治 三　重 2009年08月30日(日) 東海

髙　木　　　昇 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川 2014年09月21日(日) 東日本

高　梨　圭　祐 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2011年10月10日(月) 日本

高　野　一　臣 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

高　橋　　　基 北海道 2008年08月24日(日) 東北･北海道

高　橋　幸　男 千　葉 ENDO'S GYM 津田沼 2010年08月01日(日) 千葉県

高　村　信　行 静　岡 1999年08月01日(日) 静岡県

田　口　俊　介 東　京 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

田　口　駿　介 東　京 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月17日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

田　口　駿　介 東　京 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月03日(日) 関東

竹　内　大　生 鳥　取 2012年10月07日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ

竹　内　大　生 鳥　取 T'S GYM 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

武　田　　　正 静　岡 石坂ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2010年08月15日(日) 東海

武　田　　　正 静　岡 2006年09月02日(土) 日本女子新人

竹　村　敦　司 愛　知 2012年08月12日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

竹　村　敦　司 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2009年09月20日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

竹　本　哲　也 広　島 2008年09月07日(日) 中国四国

田　代　　　圭 愛　知 名古屋ﾏｯｽﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2015年08月16日(日) 東海

田　代　　　誠 東　京 2012年10月07日(日) 日本

田　代　　　誠 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2002年07月28日(日) 日本ｸﾗｽ別

田　代　　　誠 東　京 1999年07月25日(日) 日本ｸﾗｽ別

田　代　　　誠 鹿児島 1998年10月11日(日) 日本

田　代　　　誠 鹿児島 1998年08月16日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

田　所　勇　二 茨　城 日立ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 1997年08月17日(日) 関東

田　中　久　美 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年05月08日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

田　中　英　年 東　京 1997年07月21日(月) 東京ｸﾗｽ別

田　中　裕　也 栃　木 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ宇都宮 2011年09月11日(日) 東日本

田　中　裕　也 栃　木 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ宇都宮 2009年07月26日(日) 関東ｸﾗｽ別

田　中　裕　也 栃　木 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ宇都宮 2008年10月05日(日) 日本
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田　中　裕　也 群　馬 ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾌﾟﾗｻﾞきりゅう 2005年08月07日(日) 群馬県

谷　川　千奈美 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｼﾞﾑ名古屋金山 2015年08月16日(日) 東海

谷　口　誠　二 鳥　取 2012年08月19日(日) 中四国

谷　澤　一　矢 神奈川 2006年07月30日(日) 日本ｸﾗｽ別

谷ノ口　昭太郎 宮　崎 ｵｰﾙﾌｫｱ ﾌｨｯﾄﾈｽ 2011年08月07日(日) 九州ｸﾗｽ別

玉　井　正　宏 大　阪 ｲｽﾞﾐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2015年09月06日(日) 関西

玉　井　正　宏 大　阪 ｲｽﾞﾐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2015年08月30日(日) 西日本

玉　井　正　宏 大　阪 ｲｽﾞﾐ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年09月07日(日) 関西

玉　井　正　宏 大　阪 ｲｽﾞﾐ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月31日(日) 大阪

玉　井　正　宏 大　阪 ｲｽﾞﾐ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2013年09月22日(日) 関西

玉　井　正　宏 大  阪 2012年09月23日(日) 関西

玉　井　嘉　幸 大　阪 1997年08月24日(日) 大阪

玉　木　洋　平 兵　庫 2012年09月09日(日) 関西ｸﾗｽ別

丹　治　正　悟 福　島 2012年09月02日(日) 東北･北海道

チ

知　念　康　成 沖　縄 名護ｼﾞﾑ 2010年09月05日(日) 九州ｸﾗｽ別

ツ

津　軽　　　力 新　潟 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾍﾙｽ ｼﾞﾑ 2015年09月20日(日) 北陸甲信越

辻　　　善　衛 三　重 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾌｨｯﾄﾈｽ 1997年08月10日(日) 中部日本

辻　田　　　勲 大　阪 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 2013年08月18日(日) 西日本

辻　田　　　勲 大  阪 2012年09月23日(日) 関西

津　田　　　宏 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別

津　田　　　宏 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

津　田　　　宏 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年07月28日(土) 競技外検査

津　田　　　宏 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年09月07日(日) 競技外検査

津　田　　　宏 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 1993年07月18日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜

土　屋　春　樹 静　岡 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ御殿場静岡 2014年08月31日(日) 静岡

堤　　　武　志 北海道 ｱｲｱﾝ ｼﾞﾑ 2011年09月19日(月) 東北･北海道

堤　　　武　志 北海道 ｱｲｱﾝ ｼﾞﾑ 2010年09月19日(日) 東北･北海道

椿　　　幸　仁 三　重 SUDO'S GYM 2011年09月18日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

鶴　橋　利恵子 大　分 2008年08月24日(日) 九州

テ

テイラー　マーク 岡　山 2002年05月05日(日) 日米親善･岩国

出　口　雅　浩 愛　知 2007年07月29日(日) 西日本

手　塚　　　修 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2010年06月06日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

手　塚　光　生 東　京 1995年07月09日(日) 東京ｸﾗｽ別

寺　井　義　忠 石　川 ｳﾞｨﾃﾝののいちﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2011年08月21日(日) 北陸甲信越

寺　地　進　一 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2014年09月21日(日) 東日本

天　童　あゆみ 東　京 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査

ト

徳　久　大　器 神奈川 個人 2015年09月22日(火) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ

徳　久　大　器 東　京 個人 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

ト　マ　モルロ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年06月05日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

富　田　真　一 愛　知 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別

富　永　陽　子 大　阪 ﾅﾆﾜ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2004年08月29日(日) 大阪

友　納　耕　二 福　岡 西日本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2004年06月06日(日) 競技外検査

友　納　耕　二 福　岡 西日本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2002年10月13日(日) 日本

土　門　真理子 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台中央 2011年09月04日(日) ﾐｽ21健康美大会

豊　島　　　悟 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2014年08月03日(日) 関東

豊　島　　　悟 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年07月06日(日) 日本ｸﾗｽ別

豊　島　　　悟 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2013年08月04日(日) 関東

豊　島　　　悟 茨　城 2012年09月09日(日) 日本ｸﾗｽ別

豊　島　　　悟 茨　城 2006年09月03日(日) 東日本

豊　田　成　昭 秋　田 2002年09月15日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
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ナ

内　藤　隆　之 山　梨 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2011年09月18日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 【検査陽性】

内　藤　隆　之 山　梨 ｵﾘｴﾝﾄ ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2003年09月07日(日) 競技外検査

内　藤　隆　之 山　梨 1998年03月29日(日) 競技外検査

内　藤　隆　之 山　梨 1997年10月12日(日) 日本

内　藤　隆　之 山　梨 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別

内　藤　隆　之 山　梨 1995年09月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

中　澤　智　之 東　京 2006年07月30日(日) 東京

中　嶋　浩　樹 静　岡 ﾍﾙｼｰﾊｳｽ あつぎ 2004年10月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

中　西　健　一 三　重 JUNGLE GYM 2005年10月23日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

中　根　真　司 2007年08月19日(日) 東海

仲　松　政　昭 沖　縄 2007年09月02日(日) 九州ｸﾗｽ別

中　村　静　香 宮　城 ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ 2008年08月17日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

中　村　静　香 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台 2007年10月08日(月) 日本

中　村　静　香 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台 2005年09月11日(日) 競技外検査

仲　本　智　治 大　阪 2006年08月27日(日) 大阪

中　山　竜　一 広　島 1999年08月22日(日) 広島県

長　尾　治　彦 愛　媛 1997年04月06日(日) 競技外検査

中　川　鴻二郎 学　生 2015年10月17日(土) 全日本学生

長 島 ユージン 大　阪 個人 2015年09月22日(火) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ

中　嶋　幸　忠 神奈川 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2009年08月23日(日) 関東

長　田　洋　一 社会人 ㈱長田工務店ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2011年09月04日(日) 日本社会人

長　門　伸　悟 沖　縄 那覇ｼﾞﾑｼﾞﾑ 2004年07月11日(日) 日本ｸﾗｽ別

仲　泊　兼　也 沖　縄 久場ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2015年10月12日(月) 男子日本

仲　泊　兼　也 沖　縄 久場ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2014年08月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

仲　泊　兼　也 沖　縄 久場ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2013年09月15日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

中　西　健　一 三　重 鈴鹿ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ

長　沼　弘　修 東　京 2007年05月16日(水) 競技外検査

長　橋　克　明 東　京 2002年07月28日(日) 日本ｸﾗｽ別

中　村　厚　志 埼　玉 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 2015年09月22日(火) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ

中　村　厚　志 埼　玉 個人 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

並　木　敏　之 東　京 1993年07月11日(日) 東京ｸﾗｽ別

難　波　文　義 三　重 鈴鹿ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2015年09月13日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

難　波　文　義 三　重 鈴鹿ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2009年09月20日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

難　波　文　義 三　重 2006年09月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

ニ

新　名　一　仁 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年07月26日(日) 関東ｸﾗｽ別

新　名　一　仁 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2009年07月12日(日) 東京ｸﾗｽ別

西　尾　敏　治 石　川 2009年09月13日(日) 北陸甲信越

西　川　正　洋 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2014年08月03日(日) 関東

西　川　正　洋 東　京 ゴールドジムイースト東京 2013年07月28日(日) 関東ｸﾗｽ別

西　川　正　洋 東　京 1999年05月16日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

西　田　哲　之 愛　知 2006年09月03日(日) 東海

西　谷　芳　春 新　潟 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年09月12日(日) 東日本

西　谷　芳　春 新　潟 2007年09月02日(日) 北陸甲信越

西　谷　芳　春 新　潟 2006年08月20日(日) 北陸甲信越

西　村　公　行 愛　媛 ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ松山 2015年08月02日(日) 中国四国

西　本　朱　希 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2007年05月12日(土) 競技外検査

西　本　朱　希 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年06月29日(水) 競技外検査

西　本　朱　希 東　京 1999年10月10日(日) 日本

西　本　朱　希 東　京 1998年09月13日(日) 東京
西　本　朱　希 東　京 1998年03月29日(日) 競技外検査
西　本　朱　希 東　京 1997年09月20日(土) 東京
西　本　裕　也 岡　山 ｴｲﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岡山 2015年08月02日(日) 中国四国
西　本　祐　也 岡　山 ｴｲﾌﾞﾙ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 岡山 2013年08月11日(日) 中国四国
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西　山　和　仁 鹿児島 ｱｽﾘｰﾄGYM 熊道場 2015年08月30日(日) 九州ｸﾗｽ別
ノ

根　津　　　綾 社会人 アルソア・ドゥ・ルミｪール雅ボディビルクラブ 2013年09月01日(日) 社会人 【検査陽性】
根　本　賢　志 福　島 大谷ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月31日(日) 東北･北海道

ノ
ノーフィ ボルトン 栃　木 1995年09月03日(日) 栃木県
野　田　靖　二 大　阪 2007年08月12日(日) 静岡県
野　間　春　美 大　阪 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年10月13日(月) 日本
野　村　政　盛 東　京 王子ﾌｨｯﾄﾈｽ&ｼﾞﾑ 2005年07月12日(火) 関東ｸﾗｽ別

ハ
橋　木　亜　季 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2015年08月23日(日) 東京
橋　木　亜　季 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2015年07月26日(日) 関東
橋　木　亜　季 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2014年07月21日(月) 東京ｸﾗｽ別
長谷川　浩　久 大　阪 個人 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

長谷川　浩　久 大　阪 個人 2014年08月31日(日) 日本ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ
長谷川　　　渉 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2015年08月16日(日) 東海
蜂　須　　　貢 社会人 昭和大学ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 2015年09月13日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
花　島　正　志 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 1998年09月13日(日) 東京 【検査陽性】
花　島　正　志 東　京 2006年07月30日(日) 東京
浜　島　　　誠 愛　知 露橋ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 1997年08月10日(日) 中部日本
林　　　英　二 長　野 2007年11月07日(水) 競技外検査
林　　　英　二 長　野 2007年09月25日(火) 競技外検査
林　　　英　二 長　野 1997年09月07日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
林　　　勇　宇 東　京 2012年08月26日(日) 東京
林　　　勇　宇 東　京 小岩ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2010年09月19日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
原　　　辰　徳 三　重 SUDO'S GYM 2010年08月08日(日) 日本ｸﾗｼｯｸ
原　　　哲　矢 社会人 2012年09月02日(日) 日本社会人
原　　　哲　矢 神奈川 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 2010年08月08日(日) 神奈川県
原　田　大　智 広　島 ｽﾄﾚﾝｸﾞｽｼﾞﾑ 2015年10月12日(月) 日本ｼﾞｭﾆｱ
原　田　正　行 東　京 ゴールドジム イースト東京 2013年08月04日(日) 関東
原　武　章　博 福　岡 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 博多福岡 2014年09月23日(火) 九州ｸﾗｽ別
播　磨　　　修 福　岡 ｼﾞﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2009年07月20日(月) 九州

ヒ
東　江　英　行 社会人 2008年08月17日(日) 日本社会人
久　松　一　貴 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2012年08月05日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ 【検査陽性】
久　松　一　貴 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2011年07月24日(日) 日本ｸﾗｽ別
久　松　一　貴 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2009年08月02日(日) 茨城県
久　松　一　貴 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2008年09月15日(月) 東日本
平　田　　　隆 京　都 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ｱﾄﾗｽ 2008年09月14日(日) 関西
平　田　　　隆 京　都 2007年09月09日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
平　田　健　二 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川 2003年07月20日(日) 日本クラス別 【検査陽性】
平　田　健　二 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ 寒川 1998年08月16日(日) 神奈川県
平　野　則　正 京　都 2007年02月20日(火) 競技外検査
平　野　則　正 愛　知 1997年08月10日(日) 愛知県

広　川　浩　二 愛　知 2013年08月25日(日) 東海
広　川　浩　二 愛　知 豊橋ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2011年08月21日(日) 東海
広　川　浩　二 愛　知 ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2010年07月04日(日) 愛知県
広　川　浩　二 愛　知 2009年08月30日(日) 東海
廣　田　俊　彦 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2005年09月11日(日) 競技外検査
廣　田　俊　彦 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2003年09月07日(日) 競技外検査
廣　田　俊　彦 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2002年10月13日(日) 日本
廣　田　俊　彦 愛　知 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2007年06月23日(土) 競技外検査
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2005年09月11日(日) 競技外検査
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2003年09月07日(日) 競技外検査
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2002年06月23日(日) 競技外検査
廣　田　ゆ　み 愛　知 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ 2002年05月26日(日) 女子ｱｼﾞｱ選抜
廣　田　ゆ　み 愛　知 1997年09月21日(日) 女子ｱｼﾞｱ

フ
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福　田　博　一 神奈川 ｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾑ 横浜 2013年09月01日(日) 東日本
福　田　博　一 神奈川 2012年09月09日(日) 日本ｸﾗｽ別
福　山　翔　太 鹿児島 ｱｽﾘｰﾄGYM熊道場 2014年08月31日(日) 九州･沖縄
藤　木　賢　二 福　岡 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ片井 2008年09月07日(日) 九州クラス別 【検査陽性】
藤　島　伸　一 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2008年08月10日(日) 関東
藤　島　伸　一 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2008年07月27日(日) 関東ｸﾗｽ別
藤　代　　　亮 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2013年05月03日(金) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
藤　田　伸　也 青　森 2012年09月23日(日) 東日本
藤　田　弘　行 遠藤ｼﾞﾑ 2003年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
不二山　史　典 東　京 2012年07月15日(日) 関東ｸﾗｽ別
古　越　　　桂 長　野 2012年09月23日(日) 東日本
古　越　　　桂 長　野 とれｰにんぐじむｼﾞｪﾈｼｽ 2011年08月21日(日) 北陸甲信越
古　幡　幸　子 長　野 2007年09月25日(火) 競技外検査

ヘ
辺　見　不二男 福　島 2007年09月01日(土) 日本社会人

ホ
堀　　　一　裕 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2005年07月10日(日) 東京ｸﾗｽ別
堀　　　結　華 広　島 嚶鳴館ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2015年10月12日(月) 女子日本
堀　　　結　華 広　島 嚶鳴館ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2014年08月10日(日) 西日本
堀　本　淳　治 大　阪 ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 2005年06月28日(火) 大阪ｸﾗｽ別
本　多　琢　磨 宮　城 名取ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 2008年10月05日(日) 日本
本　田　常　秀 沖　縄 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別
本　田　常　秀 沖　縄 1995年07月23日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜

マ
前　川　武　宣 山　梨 ｵﾘｴﾝﾄﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2005年09月11日(日) 競技外検査
前　川　武　宣 山　梨 ｵﾘｴﾝﾄﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ 2004年08月22日(日) 競技外検査
前　島　重　樹 長　野 CRES-M ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2010年09月20日(月) 北陸甲信越
前　田　耕　二 東　京 2012年07月29日(日) 東京ｸﾗｽ別
前　田　耕　二 東　京 1997年05月18日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
前　床　　　毅 長　崎 2010年08月22日(日) 長崎県
増　田　和　典 香　川 2006年08月27日(日) 西日本
増　田　浩　一 愛　知 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ ﾋﾞﾚｯﾄ 1997年04月06日(日) 競技外検査
増　田　卓　也 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2010年07月25日(日) 日本ｸﾗｽ別
増　田　卓　也 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2009年09月13日(日) 関西
増　田　卓　也 大　阪 ｿﾃｲｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2009年09月06日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
増　田　卓　也 大　阪 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽｼﾞﾑ 2008年09月07日(日) 関西ｸﾗｽ別
斑　目　陽　一 東　京 2012年08月26日(日) 東京
松　尾　幸　作 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2015年10月12日(月) 男子日本
松　尾　幸　作 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2014年08月10日(日) 西日本
松　尾　幸　作 愛　知 2013年08月25日(日) 東海
松　尾　幸　作 愛　知 2012年08月26日(日) 西日本
松　尾　幸　作 愛　知 2012年08月12日(日) 東海
松　尾　泰　宏 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京 2015年09月06日(日) 東日本 【検査陽性】
松　尾　泰　宏 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2008年05月11日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
松　尾　隆太郎 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年08月24日(日) 東日本ｵｰﾌﾟﾝ
松　岡　　　啓 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2014年09月07日(日) 関西
松　岡　　　啓 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2014年08月31日(日) 関西ｸﾗｽ別
松　岡　　　啓 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2011年09月04日(日) 関西
松　岡　　　啓 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2011年08月28日(日) 関西ｸﾗｽ別
松　尾　幸　作 社会人 明治ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2014年09月06日(土) 社会人
松　坂　博　文 福　岡 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 2015年08月30日(日) 九州ｸﾗｽ別
松　下　純　治 沖　縄 名護ｼﾞﾑ 2009年07月05日(日) 日本ｸﾗｽ別
真　野　朋　之 広　島 竹原ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2004年08月22日(日) 広島県 【検査陽性】
丸　川　　　洋 岡　山 1998年10月11日(日) 日本
丸　川　　　洋 岡　山 1998年08月16日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

ミ
三　浦　　　覚 秋　田 1999年07月25日(日) 日本クラス別 【検査陽性】
水　越　正　則 栃　木 2006年09月03日(日) 東日本
水　間　詠　子 東　京 1997年09月21日(日) 女子ｱｼﾞｱ
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水　間　詠　子 東　京 1997年07月27日(日) 日本ｸﾗｽ別
水　間　詠　子 東　京 1993年09月12日(日) 東京
溝　口　隆　広 静　岡 M&Fｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別
道　田　泰　三 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 2014年06月15日(日) 大阪ｸﾗｽ別
箕　輪　浩　昭 栃　木 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ 宇都宮 2009年09月20日(日) 東日本
三　橋　信　之 三　重 1999年09月05日(日) 三重県
三　橋　信　之 三　重 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1998年08月16日(日) 三重県 【検査陽性】
三　宅　泰　門 兵　庫 2006年09月10日(日) 関西
宮　島　　　望 三　重 JUNGLE GYM 2005年07月03日(日) 日本ｸﾗｽ別
宮　田　みゆき 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京 2005年05月10日(火) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
宮　野　成　夫 東　京 1997年04月06日(日) 競技外検査
宮　野　成　夫 東　京 1995年07月23日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜
宮　本　浩　次 大　分 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞ 2013年07月28日(日) 九州･沖縄
宮　本　浩　次 大　分 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞ 2008年08月24日(日) 九州
三　好　達　朗 香　川 さぬきｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ 2011年10月10日(月) 日本ｼﾞｭﾆｱ

ム
文　　　国　光 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2011年07月31日(日) 東京ｸﾗｽ別
向　井　竜　太 2014年10月25日(土) 全日本学生
向　江　功　一 大　阪 1998年08月23日(日) 大阪
村　上　勝　英 大　阪 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 2013年10月14日(月) 日本ｼﾞｭﾆｱ
村　上　喜　章 静　岡 1999年09月05日(日) 中部日本
村　上　喜　章 静　岡 1997年08月10日(日) 中部日本 【検査陽性】
村　重　典　昭 山　口 ｸﾗﾌﾞ ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ 2011年07月17日(日) 中四国
村　松　幸　大 埼　玉 ｳｨﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2015年09月13日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
村　松　幸　大 埼　玉 ｳｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2002年08月18日(日) 関東
村　山　　　元 新　潟 新潟ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2014年08月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

モ
モセン　サベリ 東　京 1999年07月18日(日) 東京ｸﾗｽ別
望　月　朋　子 静　岡 2002年06月23日(日) 競技外検査
望　月　朋　子 静　岡 2002年05月26日(日) 女子ｱｼﾞｱ選抜
森　　　正　樹 京　都 2006年09月10日(日) 関西
森　内　至　夫 大　阪 Plus One 2008年09月14日(日) 関西

ヤ
安　田　顕　持 京　都 ｱｷﾚｽﾄｯﾌﾟｼﾞﾑ 1999年07月25日(日) 日本クラス別 【検査陽性】
柳　岡　竜　也 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年05月04日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ
谷　野　義　弘 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2007年08月05日(日) 東ｱｼﾞｱ
谷　野　義　弘 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2007年08月03日(金) 東ｱｼﾞｱ競技前検査
谷　野　義　弘 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2007年02月17日(土) 競技外検査
谷　野　義　弘 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2006年11月15日(水) ｱｼﾞｱ大会前検査
谷　野　義　弘 東　京 2002年10月13日(日) 日本
山　岸　秀　匡 東　京 2002年10月13日(日) 日本
山　岸　秀　匡 東　京 1999年10月10日(日) 日本
山　口　　　裕 埼　玉 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ 2015年04月19日(日) 日本ｸﾗｽ別
山　口　　　裕 埼　玉 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 2014年07月20日(日) 関東ｸﾗｽ別
山　崎　岳　志 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 2013年07月21日(日) 日本ｸﾗｽ別 【検査陽性】
山　崎　岳　志 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 2011年09月04日(日) 関西
山　崎　岳　志 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 2009年07月05日(日) 日本ｸﾗｽ別
山　崎　岳　志 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 2008年09月07日(日) 関西ｸﾗｽ別
山　下　由　美 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

山　下　由　美 宮　城 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城 2014年08月17日(日) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ
山　田　純　子 愛　知 豊橋ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2015年08月23日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
山　田　純　子 愛　知 豊橋ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2014年09月06日(土) 日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ
山　田　幸　浩 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2014年10月05日(日) 日本
山　田　幸　浩 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 2008年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
山　田　幸　浩 東　京 2007年07月29日(日) 関東ｸﾗｽ別
山　田　賴　一 静　岡 F.T.GYM 2014年07月06日(日) 日本ｸﾗｽ別
山　田　賴　一 静　岡 F.T.GYM 2004年08月29日(日) 競技外検査
山　田　賴　一 静　岡 F.T.GYM 2004年01月12日(月) 競技外検査
山　中　　　徹 大　阪 ﾌﾟﾗｽ ﾜﾝ 1998年03月29日(日) 競技外検査
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山野内　里　子 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 2015年10月12日(月) 女子日本
山野内　里　子 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 男子ﾌｨｼﾞｰｸ

山野内　里　子 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2011年07月24日(日) 日本ｸﾗｽ別
山野内　里　子 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山 2009年07月05日(日) 日本ｸﾗｽ別
山　部　智　生 福　岡 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ片井 2009年09月23日(水) 九州ｸﾗｽ別
山　辺　素　史 埼　玉 1999年07月25日(日) 日本ｸﾗｽ別
山　本　一　郎 埼　玉 2012年08月12日(日) 埼玉県
山　本　加容子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京 2015年09月22日(火) ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

山　本　加容子 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ  ｻｳｽ東京 2015年04月19日(日) ｱｼﾞｱ選抜 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

山　本　邦　彦 岡　山 岡山県立水島工業高校 2008年10月05日(日) 日本ｼﾞｭﾆｱ
山　本　国　光 東　京 2007年07月01日(日) 東京ｸﾗｽ別
山　本　昌　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2010年07月25日(日) 東京
山　本　昌　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2007年02月16日(金) 競技外検査
山　本　昌　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2003年08月03日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
山　本　昌　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 1995年09月10日(日) 東日本
山　本　昌　弘 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 1993年08月01日(日) 関東
山　本　義　徳 東　京 1995年07月23日(日) 世界ｱｼﾞｱ選抜
柳　　　昌　永 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京 2005年05月10日(火) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

ヨ
吉　田　顕　治 和歌山 1993年08月29日(日) 関西 【検査陽性】
吉　田　　　遵 東　京 王子フィットネス＆ジム 2014年07月20日(日) 関東ｸﾗｽ別
義　田　貴　伺 大　阪 2007年08月19日(日) 大阪
与那嶺　晃　一 大　阪 Muscle&Beauty 2015年08月23日(日) 関西ｸﾗｽ別
寄　川　和　彦 沖　縄 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝｸﾞ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2009年09月23日(水) 九州ｸﾗｽ別
ラ　ナ　ビザヤ 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京 2005年05月10日(火) 東京ｵｰﾌﾟﾝ

ロ
六本木　　　昇 秋　田 2007年09月23日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

ワ
鷲　巣　国　彦 長　野 2012年08月19日(日) 北陸甲信越
鷲　巣　国　彦 長　野 CRES-M ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 2014年08月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
和　所　　　健 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾗｲ 2014年06月15日(日) 大阪ｸﾗｽ別
和　田　　　駿 学　生 2012年10月27日(土) 全日本学生
和　田　哲　哉 石　川 Ｍuscle Ｋingdom 2014年09月15日(月) 北陸甲信越
和　田　友　克 神奈川 1995年08月13日(日) 神奈川県
和　田　信　雄 新　潟 ﾘﾊﾞﾃｨｰ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2004年10月24日(日) 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
和　田　信　彦 静　岡 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ御殿場静岡 2014年08月31日(日) 東海
渡　部　工　兵 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ 2005年07月12日(火) 関東ｸﾗｽ別
渡　邊　　　茂 社会人 MACO治療院ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 2010年08月01日(日) 日本社会人
渡　邉　拓　也 栃　木 ｲｰｸﾞﾙ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ小山 2010年07月18日(日) 関東ｸﾗｽ別
渡　辺　紀　之 鳥　取 ﾎﾞﾃﾞｨﾜｰｸｽ ﾍﾟｯﾌﾟ 2011年07月17日(日) 中四国
渡　辺　　　実 東　京 1995年08月20日(日) 東京
渡　部　工　兵 東　京 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ 2014年07月21日(月) 東京ｸﾗｽ別

Ａ～Ｚ
DEEYSS　MARK 大　阪 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F 2009年09月06日(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ
DEEYSS　MARK 大　阪 2008年08月31日(日) 西日本

Maurizio Barattieri 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 2003年06月01日(日) 東京ｵｰﾌﾟﾝ 【検査陽性】
Takeda D Tadashi 2008年08月31日(日) 東海
Ｗａｎｇ Ｈａｏｆｅｎｇ 2015年09月06日(日) 九州･沖縄
Acosta Larryjun 長　崎 株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 2014年08月31日(日) 九州･沖縄
Acosta Larryjun 長　崎 株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 2013年09月22日(日) 九州ｸﾗｽ別
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年 実　施　日 対 象 選 手 名 所　属 所 属 ク ラ ブ 大　会　名 備　　　　　考

9月06日(日) 松　尾　泰　宏 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京 東日本
ｵｷｼﾛﾌﾘﾝ(S6.興奮薬)禁止表にお
ける特定物質

10月12日(月) 小　田　敏　郎 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 男子日本
ｵｷｼﾛﾌﾘﾝ(S6.興奮薬)禁止表にお
ける特定物質

和　泉　悠　太 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 競技外検査
ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの代謝物
が検出(S1.蛋白同化薬)

内　海　新　悟 競技外検査 居場所情報提出義務違反

2014年 9月15日(月) 薄　島　千　佳 富　山 WORKOUT GYM 983 北陸甲信越
ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの代謝物､蛋白同化
男性化ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬(AAS)､外因性
AASを検出

10月04日(金) 和　泉　悠　太 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京 競技外検査 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ､蛋白同化薬

9月01日(日) 根　津　　　綾 社会人
アルソア・ドゥ・ルミｪール雅
　　　　　　　ボディビルクラブ

社会人
ﾄﾞﾛｽﾀﾉﾛﾝの代謝物､蛋白同化男
性化ステロイド薬

8月11日(日) 内　海　新　悟 秋　田 ﾋﾞﾀﾐﾝﾊｳｽ 東北･北海道 (ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ)蛋白同化薬

7月21日(日) 山　崎　岳　志 大　阪 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS 日本ｸﾗｽ別
ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ､蛋白同化薬､ﾒﾁﾙﾍｷ
ｻﾝｱﾐﾝ､ｼﾞﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾁﾙｱﾐﾝ､興奮薬

9月02日(日) 新　井　弘　道 社会人 群馬県立中之条高校ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ 日本社会人 〔ﾌﾛｾﾐﾄﾞ〕

8月05日(日) 久　松　一　貴 茨　城 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ 〔ﾉﾙｱﾝﾄﾞﾛｽﾃﾛﾝ〕

2011年 9月18日(日) 内　藤　隆　之 山　梨 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾒﾁﾙﾍｷｻﾝｱﾐﾝ(興奮剤)

10月05日(日) 小野山　大　貴 愛　知 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山 日本ｼﾞｭﾆｱ
〔WADA禁止ﾘｽﾄ〕蛋白同化男性
化ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬

9月07日(日) 藤　木　賢　二 福　岡 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ片井 九州ｸﾗｽ別
〔WADA禁止ﾘｽﾄ〕蛋白同化男性
化ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬

8月10日(日) 近　藤　一　隆 東　京 王子ﾌｨｯﾄﾈｽ 関東
〔WADA禁止ﾘｽﾄ〕ﾄﾞﾛｽﾀﾉﾛﾝの尿
中代謝物

2007年 8月12日(日) 小　林　広　一 千　葉 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ 関東 presence of bumetanide(利尿剤)

2006年 8月06日(日) 川　端　康　弘 埼　玉 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑごりら 埼玉県
【1α-methyl-5α-androstane-3
α -on-17-0ne ｛ ﾒ ｽ ﾃ ﾛ ﾛ ﾝ
(mesterolone)の代謝物質｝】

2004年 8月22日(日) 真　野　朋　之 広　島 竹原ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 広島県 〔蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤〕

7月21日(月) 笠　原　康　之 東　京 ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ竹の塚 関東ｸﾗｽ別 〔高濃度の19-ﾉﾙｱﾝﾄﾞﾛｽﾃﾛﾝ〕

7月20日(日) 平　田　健　二 神奈川 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川 日本ｸﾗｽ別
〔合成蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ、
ﾒﾀﾝｼﾞｪﾉﾝの代謝物、ｴﾋﾞﾒﾃﾝｼﾞ
ｵｰﾙ、ｴﾋﾞﾒﾀﾝｼﾞｪﾉﾝ〕

6月01日(日) Maurizio Barattieri 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 東京ｵｰﾌﾟﾝ 〔ｽﾀﾉｿﾞﾛｰﾙ〕

安　田　顕　持 京　都 ｱｷﾚｽﾄｯﾌﾟｼﾞﾑ 〔ﾄﾞﾛｽﾀﾝﾛﾝ、ﾅﾝﾄﾞﾛﾛﾝ〕

三　浦　　　覚 秋　田 〔ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ〕

9月13日(日) 花　島　正　志 東　京 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京 東京
〔ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ､ﾅﾝﾄﾞﾛﾛﾝ､及びｱﾝﾄﾞﾛ
ｽﾃｼﾞｵﾝ〕

8月23日(日) 上　村　　　稔 大　阪 大阪
〔ﾒﾃﾉﾛﾝ及びその代謝、ﾅﾝﾄﾞﾛﾛﾝ
の主要代謝物2種〕

8月16日(日) 三　橋　信　之 三　重 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 三重県 〔ｼｭｰﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ〕

8月02日(日) 沖　石　パウロ 静　岡 SEIBU GYM 中部日本 〔ｽﾀﾉｿﾞｰﾙ〕

1997年 8月10日(日) 村　上　喜　章 静　岡 中部日本 〔ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｴﾋﾟｱﾝﾄﾞﾛｽﾃﾛﾝ〕

1993年 8月29日(日) 吉　田　顕　治 和歌山 関西 IOC禁止薬物〔ｵｷｼﾒﾀﾉｰﾙ〕

ドーピング検査結果〔陽性〕選手一覧表

7月25日(日) 日本ｸﾗｽ別

1998年

1999年

2003年

2008年

2012年

2013年

2015年
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