
審　査　員　名 所　属 年令 資　格 年 選　　手　　権　　大　　会　　名

朝　生　照　雄 埼　玉 65才 国際2005 2016 日本・ジュニア・高校生/クラス別

朝　生　照　雄 埼　玉 64才 国際2005 2015 日本・ジュニア・高校生/アジア選考/クラス別・クラシック/オープン

朝　生　照　雄 埼　玉 63才 国際2005 2014 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

朝　生　照　雄 埼　玉 62才 国際2005 2013 日本・ジュニア・高校生/クラス別

朝　生　照　雄 埼　玉 61才 国際2005 2012 日本・ジュニア・高校生/クラス別

朝　生　照　雄 埼　玉 60才 国際2005 2011 日本・ジュニア・高校生/クラス別

朝　生　照　雄 埼　玉 59才 国際2005 2010 日本・ジュニア・高校生/クラス別/フィットネス・クラシック

朝　生　照　雄 埼　玉 58才 国際2005 2009 日本・ジュニア・高校生/マスターズ/クラス別・クラシック

朝　生　照　雄 埼　玉 57才 国際2005 2008 日本・ジュニア・高校生/マスターズ/クラス別/フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

朝　生　照　雄 埼　玉 56才 国際2005 2007 日本・ジュニア・高校生/マスターズ/フィットネス

朝　生　照　雄 埼　玉 55才 国際2005 2006 日本・クラス別/フィットネス

朝　生　照　雄 埼　玉 54才 国際2005 2005 日本・クラス別/女子新人・ミス２１

朝　生　照　雄 埼　玉 53才 ｱｼﾞｱ1999 2004 クラス別/オープン

朝　生　照　雄 埼　玉 52才 ｱｼﾞｱ1999 2003 クラス別

朝　生　照　雄 埼　玉 51才 ｱｼﾞｱ1999 2002 フィットネス/女子新人・ミス２１

朝　生　照　雄 埼　玉 50才 ｱｼﾞｱ1999 2001 オープン/女子新人・ミス２１

朝　生　照　雄 埼　玉 49才 ｱｼﾞｱ1999 2000 オープン

阿　部　　　勉 宮　城 45才 一級2009 2016 オールジャパン

阿　部　　　勉 宮　城 44才 一級2009 2015 クラス別・クラシック

阿　部　　　勉 宮　城 43才 一級2009 2014 マスターズ

阿　部　　　勉 宮　城 42才 一級2009 2013 フィットネス・クラシック

阿　部　　　勉 宮　城 41才 一級2009 2012 フィットネス・クラシック

阿　部　　　勉 宮　城 40才 一級2009 2011 クラス別/マスターズ

阿　部　　　勉 宮　城 39才 一級2009 2010 オープン

新　井　敬　子 大　阪 40才 一級2014 2016 オールジャパン

新　井　敬　子 大　阪 39才 一級2014 2015 オープン

荒　川　敏　夫 栃　木 62才 一級2008 2016 オープン

荒　川　敏　夫 栃　木 61才 一級2008 2015 オープン

荒　川　敏　夫 栃　木 60才 一級2008 2014 フィットネス・クラシック

荒　川　敏　夫 栃　木 59才 一級2008 2013 チャレンジカップ・ミス２１

荒　川　敏　夫 栃　木 58才 一級2008 2012 チャレンジカップ・ミス２１

荒　川　敏　夫 栃　木 57才 一級2008 2011 マスターズ

五十嵐　清四郎 社会人 62才 国際2015 2016 日本・ジュニア・高校生/クラス別

五十嵐　清四郎 社会人 61才 国際2015 2015 日本・ジュニア・高校生/アジア選考/クラス別・クラシック

五十嵐　清四郎 社会人 60才 ｱｼﾞｱ2006 2014 日本・ジュニア・高校生/フィジーク・フィットネスビキニ

五十嵐　清四郎 社会人 59才 ｱｼﾞｱ2006 2013 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

五十嵐　清四郎 社会人 58才 ｱｼﾞｱ2006 2012 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

五十嵐　清四郎 社会人 57才 ｱｼﾞｱ2006 2011 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

五十嵐　清四郎 社会人 56才 ｱｼﾞｱ2006 2010 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

五十嵐　清四郎 社会人 55才 ｱｼﾞｱ2006 2009 日本・ジュニア・高校生/フィットネス

五十嵐　清四郎 社会人 54才 ｱｼﾞｱ2006 2008 マスターズ/クラス別

五十嵐　清四郎 社会人 53才 ｱｼﾞｱ2006 2007 日本・ジュニア・高校生/フィットネス

五十嵐　清四郎 社会人 52才 ｱｼﾞｱ2006 2006 ジュニア・マスターズ・高校生/クラス別/フィットネス

五十嵐　清四郎 社会人 51才 一級1999 2005 ジュニア・マスターズ

五十嵐　清四郎 社会人 50才 一級1999 2004 ジュニア・マスターズ/フィットネス

五十嵐　清四郎 社会人 49才 一級1999 2003 ジュニア・マスターズ

五十嵐　清四郎 社会人 47才 一級1999 2001 フィットネス

石　崎　光　子 東　京 64才 一級1988 2009 チャレンジカップ・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 63才 一級1988 2008 フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 62才 一級1988 2007 女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 61才 一級1988 2006 フィットネス/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 60才 一級1988 2005 女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 59才 一級1988 2004 フィットネス/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 58才 一級1988 2003 フィットネス/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 56才 一級1988 2001 フィットネス

石　崎　光　子 東　京 55才 一級1988 2000 フィットネス/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 54才 一級1988 1999 フィットネス/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 53才 一級1988 1998 女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 52才 一級1988 1997 日本/女子新人・ミス２１

石　崎　光　子 東　京 51才 一級1988 1996 女子新人・ミス２１

ＪＢＢＦ主催選手権大会審査員一覧表
≪1996年～2016年≫
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磯　村　俊　夫 東　京 64才 国際1979 2008 オープン

磯　村　俊　夫 東　京 63才 国際1979 2007 女子新人・ミス２１

磯　村　俊　夫 東　京 61才 国際1979 2005 日本/オープン/フィットネス/女子新人・ミス２１

磯　村　俊　夫 東　京 60才 国際1979 2004 日本/クラス別

磯　村　俊　夫 東　京 59才 国際1979 2003 クラス別/オープン

磯　村　俊　夫 東　京 58才 国際1979 2002 日本

市　川　　　櫻 東　京 55才 国際2011 2016 オールジャパン/SPORTEC

市　川　　　櫻 東　京 55才 国際2011 2016 オープン

市　川　　　櫻 東　京 54才 国際2011 2015 アジア選考/フィジーク・フィットネス

市　川　　　櫻 東　京 53才 国際2011 2014 クラス別/フィジーク・フィットネスビキニ

市　川　　　櫻 東　京 52才 国際2011 2013 マスターズ/クラス別

市　川　　　櫻 東　京 51才 一級1995 2012 マスターズ/クラス別

市　川　　　櫻 東　京 50才 一級1995 2011 チャレンジカップ・ミス２１

市　川　　　櫻 東　京 49才 一級1995 2010 チャレンジカップ・ミス２１

市　原　恵　江 東　京 53才 一級2014 2015 フィジーク・フィットネス

井之阪　廣　和 大　阪 58才 一級1976 2000 ジュニア・マスターズ

臼　井　オサム 東　京 55才 ｱｼﾞｱ2001 2011 マスターズ

臼　井　オサム 東　京 54才 ｱｼﾞｱ2001 2010 マスターズ

臼　井　オサム 東　京 53才 ｱｼﾞｱ2001 2009 クラス別・クラシック

臼　井　オサム 東　京 51才 ｱｼﾞｱ2001 2007 マスターズ

臼　井　オサム 東　京 50才 ｱｼﾞｱ2001 2006 ジュニア・マスターズ/高校生/オープン

臼　井　オサム 東　京 49才 ｱｼﾞｱ2001 2005 ジュニア・マスターズ

臼　井　オサム 東　京 47才 ｱｼﾞｱ2001 2003 クラス別/オープン

臼　井　オサム 東　京 46才 ｱｼﾞｱ2001 2002 日本/ジュニア・マスターズ/オープン/フィットネス

臼　井　オサム 東　京 45才 ｱｼﾞｱ2001 2001 ジュニア・マスターズ/オープン

臼　井　オサム 東　京 44才 一級1997 2000 ジュニア・マスターズ

臼　井　オサム 東　京 43才 一級1997 1999 ジュニア・マスターズ/オープン/女子新人・ミス２１

臼　井　オサム 東　京 42才 一級1997 1998 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 59才 国際2005 2013 マスターズ/クラス別

大　垣　純　子 栃　木 58才 国際2005 2012 マスターズ/クラス別

大　垣　純　子 栃　木 57才 国際2005 2011 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック

大　垣　純　子 栃　木 56才 国際2005 2010 日本・ジュニア・高校生

大　垣　純　子 栃　木 55才 国際2005 2009 日本・ジュニア・高校生/チャレンジカップ・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 54才 国際2005 2008 日本・ジュニア・高校生/フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 53才 国際2005 2007 日本・ジュニア・高校生/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 52才 国際2005 2006 クラス別/オープン/フィットネス

大　垣　純　子 栃　木 51才 国際2005 2005 ジュニア・マスターズ/クラス別

大　垣　純　子 栃　木 50才 ｱｼﾞｱ2002 2004 フィットネス

大　垣　純　子 栃　木 49才 ｱｼﾞｱ2002 2003 フィットネス/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 48才 ｱｼﾞｱ2002 2002 オープン/フィットネス/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 47才 一級1990 2001 フィットネス/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 46才 一級1990 2000 フィットネス/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 45才 一級1990 1999 フィットネス/女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 44才 一級1990 1998 女子新人・ミス２１

大　垣　純　子 栃　木 43才 一級1990 1997 女子新人・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 56才 一級1998 2016 チャレンジカップ・ミス２１/SPORTEC

大　嶋　ひろみ 埼　玉 55才 一級1998 2015 チャレンジカップ・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 54才 一級1998 2014 フィジーク・フィットネスビキニ/チャレンジカップ・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 53才 一級1998 2013 マスターズ/チャレンジカップ・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 52才 一級1998 2012 マスターズ/チャレンジカップ・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 51才 一級1998 2011 チャレンジカップ・ミス２１

大　嶋　ひろみ 埼　玉 50才 一級1998 2010 チャレンジカップ・ミス２１

大　山　雄　将 山　梨 58才 一級1972 1998 ジュニア・マスターズ

大　山　雄　将 山　梨 56才 一級1972 1996 オープン

小　川　　　淳 大　阪 44才 国際2015 2015 フィジーク・フィットネス

小　川　　　惇 大　阪 43才 一級2013 2014 フィットネス・クラシック/フィジーク・フィットネスビキニ
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神　白　徹　雄 茨　城 66才 一級2007 2016 チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 65才 一級2007 2015 チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 64才 一級2007 2014 オープン

神　白　徹　雄 茨　城 63才 一級2007 2013 フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 62才 一級2007 2012 フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 61才 一級2007 2011 チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 59才 一級2007 2009 チャレンジカップ・ミス２１

神　白　徹　雄 茨　城 58才 一級2007 2008 マスターズ

加　藤　　　勇 青　森 68才 国際2001 2010 クラス別

加　藤　　　勇 青　森 67才 国際2001 2009 マスターズ

加　藤　　　勇 青　森 66才 国際2001 2008 マスターズ

加　藤　　　勇 青　森 65才 国際2001 2007 マスターズ/フィットネス

加　藤　　　勇 青　森 64才 国際2001 2006 ジュニア・マスターズ/高校生/クラス別/オープン

加　藤　　　勇 青　森 63才 国際2001 2005 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 62才 国際2001 2004 クラス別/オープン

加　藤　　　勇 青　森 61才 国際2001 2003 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 60才 国際2001 2002 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 59才 国際2001 2001 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 58才 一級1972 2000 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 57才 一級1972 1999 日本/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 56才 一級1972 1998 ジュニア・マスターズ/クラス別

加　藤　　　勇 青　森 55才 一級1972 1997 ジュニア・マスターズ/オープン

加　藤　　　勇 青　森 54才 一級1972 1996 日本

金　澤　利　翼 広　島 63才 国際1994 2000 クラス別/オープン

神　田　美栄子 福　岡 59才 国際2015 2016 日本・ジュニア・高校生

神　田　美栄子 福　岡 58才 国際2015 2015 マスターズ

神　田　美栄子 福　岡 52才 一級1998 2009 クラス別・クラシック

神　田　美栄子 福　岡 51才 一級1998 2008 クラス別

神　田　美栄子 福　岡 50才 一級1998 2007 オープン/フィットネス

神　田　美栄子 福　岡 49才 一級1998 2006 日本

神　田　美栄子 福　岡 48才 一級1998 2005 オープン/フィットネス

神　田　美栄子 福　岡 47才 一級1998 2004 ジュニア・マスターズ

神　田　美栄子 福　岡 46才 一級1998 2003 ジュニア・マスターズ/オープン

神　田　美栄子 福　岡 45才 一級1998 2002 女子新人・ミス２１

神　田　美栄子 福　岡 44才 一級1998 2001 オープン/女子新人・ミス２１

神　田　美栄子 福　岡 43才 一級1998 2000 フィットネス/女子新人・ミス２１

神　田　美栄子 福　岡 42才 一級1998 1999 女子新人・ミス２１

菊　池　智　子 東　京 49才 一級2014 2016 チャレンジカップ・ミス２１/SPORTEC

菊　池　智　子 東　京 48才 一級2014 2015 チャレンジカップ・ミス２１

岸　元　治　幸 大　分 66才 一級1999 2015 マスターズ

岸　元　治　幸 大　分 59才 一級1999 2008 クラス別

岸　元　治　幸 大　分 58才 一級1999 2007 オープン

岸　元　治　幸 大　分 56才 一級1999 2005 オープン/フィットネス

岸　元　治　幸 大　分 55才 一級1999 2004 ジュニア・マスターズ

岸　元　治　幸 大　分 54才 一級1999 2003 女子新人・ミス２１

岸　元　治　幸 大　分 53才 一級1999 2002 女子新人・ミス２１

岸　元　治　幸 大　分 52才 一級1999 2001 女子新人・ミス２１

北　原　　　誠 佐　賀 46才 国際2015 2016 チャレンジカップ・ミス２１

北　原　　　誠 佐　賀 45才 国際2015 2015 マスターズ

木　下　俊　昭 福　岡 59才 ｱｼﾞｱ2012 2016 マスターズ

木　下　俊　昭 福　岡 58才 ｱｼﾞｱ2012 2015 マスターズ

木　下　俊　昭 福　岡 57才 ｱｼﾞｱ2012 2014 日本・ジュニア・高校生

木　下　俊　昭 福　岡 56才 一級2007 2013 マスターズ

木　下　俊　昭 福　岡 55才 一級2007 2012 マスターズ

木　下　俊　昭 福　岡 54才 一級2007 2011 クラス別/オープン

木　下　俊　昭 福　岡 53才 一級2007 2010 フィットネス・クラシック

木　下　俊　昭 福　岡 52才 一級2007 2009 オープン

木　下　俊　昭 福　岡 51才 一級2007 2008 オープン
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木　下　喜　樹 兵　庫 47才 国際2014 2016 日本・ジュニア・高校生

木　下　喜　樹 兵　庫 47才 国際2014 2016 オールジャパン

木　下　喜　樹 兵　庫 46才 国際2014 2015 マスターズ/アジア選考/フィジーク・フィットネス

木　下　喜　樹 兵　庫 45才 ｱｼﾞｱ2012 2014 クラス別/フィジーク・フィットネスビキニ

木　下　喜　樹 兵　庫 44才 一級2008 2013 オープン

木　下　喜　樹 兵　庫 43才 一級2008 2012 オープン

木　下　喜　樹 兵　庫 42才 一級2008 2011 オープン

木　下　喜　樹 兵　庫 41才 一級2008 2010 マスターズ

木　下　喜　樹 兵　庫 40才 一級2008 2009 オープン

栗　原　信　行 埼　玉 61才 一級2002 2009 マスターズ/フィットネス

栗　原　信　行 埼　玉 60才 一級2002 2008 マスターズ/オープン

栗　原　信　行 埼　玉 59才 一級2002 2007 マスターズ/クラス別

栗　原　信　行 埼　玉 58才 一級2002 2006 ジュニア・マスターズ/高校生/フィットネス

栗　原　信　行 埼　玉 56才 一級2002 2004 女子新人・ミス２１

栗　原　信　行 埼　玉 55才 一級2002 2003 フィットネス

黒　澤　正　隆 秋　田 63才 一級2011 2014 マスターズ

黒　澤　正　隆 秋　田 62才 一級2011 2013 フィットネス・クラシック

黒　澤　正　隆 秋　田 61才 一級2011 2012 フィットネス・クラシック

後　藤　　　剛 静　岡 54才 ｱｼﾞｱ2007 2015 アジア選考

後　藤　　　剛 静　岡 53才 ｱｼﾞｱ2007 2014 クラス別

後　藤　　　剛 静　岡 52才 ｱｼﾞｱ2007 2013 マスタース/?オープン

後　藤　　　剛 静　岡 51才 ｱｼﾞｱ2007 2012 マスターズ/オープン

後　藤　　　剛 静　岡 50才 ｱｼﾞｱ2007 2011 日本・ジュニア・高校生/チャレンジカップ・ミス２１

後　藤　　　剛 静　岡 49才 ｱｼﾞｱ2007 2010 マスターズ/クラス別

後　藤　　　剛 静　岡 48才 ｱｼﾞｱ2007 2009 日本・ジュニア・高校生/マスターズ

後　藤　　　剛 静　岡 47才 ｱｼﾞｱ2007 2008 クラス別/フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

後　藤　　　剛 静　岡 46才 ｱｼﾞｱ2007 2007 クラス別/オープン/フィットネス

後　藤　　　剛 静　岡 45才 一級2000 2006 ジュニア・マスターズ/高校生/女子新人・ミス２１

後　藤　　　剛 静　岡 44才 一級2000 2005 ジュニア・マスターズ/オープン/フィットネス

後　藤　　　剛 静　岡 43才 一級2000 2004 フィットネス/女子新人・ミス２１

後　藤　　　剛 静　岡 42才 一級2000 2003 女子新人・ミス２１

後　藤　　　剛 静　岡 41才 一級2000 2002 女子新人・ミス２１

小　沼　敏　雄 東　京 57才 一級2001 2016 日本・ジュニア・高校生/SPORTEC

小　沼　敏　雄 東　京 57才 一級2001 2016 クラス別

小　沼　敏　雄 東　京 56才 一級2001 2015 日本・ジュニア・高校生

小　沼　敏　雄 東　京 56才 一級2001 2015 クラス別・クラシック

小　沼　敏　雄 東　京 55才 一級2001 2014 日本・ジュニア・高校生

小　沼　敏　雄 東　京 54才 一級2001 2013 日本・ジュニア・高校生/クラス別

小　沼　敏　雄 東　京 53才 一級2001 2012 日本・ジュニア・高校生/クラス別

小　沼　敏　雄 東　京 52才 一級2001 2011 日本・ジュニア・高校生/クラス別

小　沼　敏　雄 東　京 51才 一級2001 2010 日本・ジュニア・高校生/クラス別

小　沼　敏　雄 東　京 50才 一級2001 2009 日本・ジュニア・高校生/フィットネス

小　沼　敏　雄 東　京 49才 一級2001 2008 日本・ジュニア・高校生/オープン

小　沼　敏　雄 東　京 48才 一級2001 2007 日本・ジュニア・高校生/オープン

小　沼　敏　雄 東　京 47才 一級2001 2006 日本/オープン

小　沼　敏　雄 東　京 46才 一級2001 2005 女子新人・ミス２１

近　藤　賢　司 東　京 49才 一級2008 2014 オープン

近　藤　賢　司 東　京 44才 一級2008 2009 マスターズ

斎　藤　　　晃 福　島 54才 一級2010 2014 マスターズ

斎　藤　　　晃 福　島 53才 一級2010 2013 オープン

斎　藤　　　晃 福　島 52才 一級2010 2012 オープン

酒　井　　　孝 栃　木 67才 国際1989 2007 マスターズ/クラス別

酒　井　　　孝 栃　木 64才 国際1989 2004 日本/オープン

酒　井　　　孝 栃　木 63才 国際1989 2003 日本/クラス別/オープン

酒　井　　　孝 栃　木 62才 国際1989 2002 日本/クラス別/オープン

酒　井　　　孝 栃　木 61才 国際1989 2001 日本/クラス別

酒　井　　　孝 栃　木 60才 国際1989 2000 日本/クラス別/オープン

酒　井　　　孝 栃　木 59才 国際1989 1999 日本/クラス別

酒　井　　　孝 栃　木 58才 国際1989 1998 日本/クラス別

酒　井　　　孝 栃　木 57才 国際1989 1997 日本/クラス別

酒　井　　　孝 栃　木 56才 国際1989 1996 日本/オープン/女子新人
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坂　本　伸　司 千　葉 43才 一級2013 2016 オープン

坂　本　伸　司 千　葉 41才 一級2013 2014 チャレンジカップ・ミス２１

佐々木　亜　紀 愛　知 43才 一級2009 2010 チャレンジカップ・ミス２１

佐々木　仁　史 東　京 44才 一級2010 2016 チャレンジカップ・ミス２１

佐々木　仁　史 東　京 42才 一級2010 2014 フィットネス・クラシック

佐々木　仁　史 東　京 41才 一級2010 2013 オープン

佐々木　仁　史 東　京 40才 一級2010 2012 オープン

佐々木　仁　史 東　京 39才 一級2010 2011 オープン

佐　野　美　幸 大　阪 52才 一級1973 2000 フィットネス/女子新人・ミス２１

佐　野　美　幸 大　阪 51才 一級1973 1999 フィットネス

鮫　島　幹　博 宮　崎 62才 一級1997 2015 日本・ジュニア・高校生

鮫　島　幹　博 宮　崎 61才 一級1997 2014 クラス別

鮫　島　幹　博 宮　崎 58才 一級1997 2011 オープン

鮫　島　幹　博 宮　崎 53才 一級1997 2006 日本

鮫　島　幹　博 宮　崎 52才 一級1997 2005 オープン/フィットネス

鮫　島　幹　博 宮　崎 51才 一級1997 2004 ジュニア・マスターズ

鮫　島　幹　博 宮　崎 49才 一級1997 2002 ジュニア・マスターズ

鮫　島　幹　博 宮　崎 48才 一級1997 2001 ジュニア・マスターズ/オープン

鮫　島　幹　博 宮　崎 47才 一級1997 2000 日本

鮫　島　幹　博 宮　崎 46才 一級1997 1999 ジュニア・マスターズ

鮫　島　幹　博 宮　崎 45才 一級1997 1998 ジュニア・マスターズ

白　岩　由理香 東　京 49才 ｱｼﾞｱ2007 2013 日本・ジュニア・高校生/クラス別

白　岩　由理香 東　京 48才 ｱｼﾞｱ2007 2012 日本・ジュニア・高校生/クラス別

白　岩　由理香 東　京 47才 ｱｼﾞｱ2007 2011 フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

白　岩　由理香 東　京 46才 ｱｼﾞｱ2007 2010 クラス別/チャレンジカップ・ミス２１

白　岩　由理香 東　京 45才 ｱｼﾞｱ2007 2009 フィットネス

白　岩　由理香 東　京 44才 ｱｼﾞｱ2007 2008 マスターズ/オープン

浅　見　由理香 東　京 43才 ｱｼﾞｱ2007 2007 フィットネス

浅　見　由理香 東　京 42才 一級2001 2006 ジュニア・マスターズ/高校生/女子新人・ミス２１

浅　見　由理香 東　京 41才 一級2001 2005 女子新人・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 62才 国際2000 2016 クラス別

須　藤　ゆ　き 東　京 61才 国際2000 2015 日本・ジュニア・高校生/クラス別・クラシック

須　藤　ゆ　き 東　京 60才 国際2000 2014 日本・ジュニア・高校生/オープン

須　藤　ゆ　き 東　京 59才 国際2000 2013 チャレンジカップ・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 58才 国際2000 2012 チャレンジカップ・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 57才 国際2000 2011 フィットネス・クラシック

須　藤　ゆ　き 東　京 56才 国際2000 2010 クラス別/チャレンジカップ・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 55才 国際2000 2009 フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 54才 国際2000 2008 フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 53才 国際2000 2007 クラス別

須　藤　ゆ　き 東　京 52才 国際2000 2006 オープン/フィットネス/女子新人・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 51才 国際2000 2005 日本/クラス別

須　藤　ゆ　き 東　京 50才 国際2000 2004 日本/クラス別/フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 49才 国際2000 2003 日本/フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 48才 国際2000 2002 日本/クラス別/フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 47才 国際2000 2001 日本/クラス別/フィットネス/女子新人・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 46才 国際2000 2000 クラス別/オープン/フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 45才 ｱｼﾞｱ　　　 1999 日本/クラス別/オープン/フィットネス

須　藤　ゆ　き 東　京 44才 ｱｼﾞｱ　　　 1998 日本/クラス別/オープン/女子新人・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 43才 ｱｼﾞｱ　　　 1997 日本/オープン/女子新人・ミス２１

須　藤　ゆ　き 東　京 42才 ｱｼﾞｱ　　　 1996 日本

関　本　　　正 宮　城 60才 一級2014 2016 マスターズ

関　本　　　正 宮　城 58才 一級2012 2014 マスターズ

春　原　輝　明 長　野 65才 一級2008 2013 チャレンジカップ・ミス２１

春　原　輝　明 長　野 64才 一級2008 2012 チャレンジカップ・ミス２１

春　原　輝　明 長　野 63才 一級2008 2011 マスターズ

春　原　輝　明 長　野 62才 一級2008 2010 マスターズ/フィットネス・クラシック

春　原　輝　明 長　野 61才 一級2008 2009 フィットネス
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高　岡　光　弘 神奈川 65才 一級2003 2016 クラス別/SPORTEC

高　岡　光　弘 神奈川 64才 一級2003 2015 チャレンジカップ・ミス２１

高　岡　光　弘 神奈川 63才 一級2003 2014 オープン

高　岡　光　弘 神奈川 59才 一級2003 2010 マスターズ/オープン

高　岡　光　弘 神奈川 58才 一級2003 2009 マスターズ

高　岡　光　弘 神奈川 56才 一級2003 2007 マスターズ/女子新人・ミス２１

高　岡　光　弘 神奈川 55才 一級2003 2006 女子新人・ミス２１

高　岡　光　弘 神奈川 53才 一級2003 2004 女子新人・ミス２１

高　橋　美恵子 社会人 52才 一級2008 2015 オープン/チャレンジカップ・ミス２１

高　橋　美恵子 社会人 51才 一級2008 2014 フィットネス・クラシック

高　橋　美恵子 社会人 50才 一級2008 2013 フィットネス・クラシック

高　橋　美恵子 社会人 49才 一級2008 2012 フィットネス・クラシック

高　橋　美恵子 社会人 48才 一級2008 2011 マスターズ

高　橋　美恵子 社会人 47才 一級2008 2010 マスターズ

高　橋　美恵子 社会人 46才 一級2008 2009 オープン

田　崎　二　郎 千　葉 58才 一級1995 2008 オープン

田　崎　二　郎 千　葉 55才 一級1995 2005 ジュニア・マスターズ/クラス別

田　崎　二　郎 千　葉 54才 一級1995 2004 オープン/女子新人・ミス２１

田　崎　二　郎 千　葉 53才 一級1995 2003 ジュニア・マスターズ/オープン

田　崎　二　郎 千　葉 51才 一級1995 2001 ジュニア・マスターズ

田　崎　二　郎 千　葉 50才 一級1995 2000 ジュニア・マスターズ

田　崎　二　郎 千　葉 49才 一級1995 1999 ジュニア・マスターズ

田　崎　二　郎 千　葉 48才 一級1995 1998 ジュニア・マスターズ

田　崎　二　郎 千　葉 47才 一級1995 1997 ジュニア・マスターズ

千　束　正　彦 社会人 58才 国際2015 2016 オープン/SPORTEC

千　束　正　彦 社会人 57才 国際2015 2015 マスターズ

千　束　正　彦 東　京 56才 ｱｼﾞｱ2012 2014 オープン

千　束　正　彦 社会人 52才 一級2007 2010 マスターズ

千　束　正　彦 社会人 51才 一級2007 2009 マスターズ

千　束　正　彦 社会人 50才 一級2007 2008 マスターズ

継　谷　洋　一 兵　庫 66才 一級1972 2007 オープン

継　谷　洋　一 兵　庫 64才 一級1972 2005 オープン/フィットネス

継　谷　洋　一 兵　庫 63才 一級1972 2004 日本/フィットネス

継　谷　洋　一 兵　庫 62才 一級1972 2003 日本/フィットネス

継　谷　洋　一 兵　庫 61才 一級1972 2002 ジュニア・マスターズ

継　谷　洋　一 兵　庫 60才 一級1972 2001 ジュニア・マスターズ/オープン

継　谷　洋　一 兵　庫 59才 一級1972 2000 日本

継　谷　洋　一 兵　庫 58才 一級1972 1999 ジュニア・マスターズ

継　谷　洋　一 兵　庫 57才 一級1972 1998 日本

継　谷　洋　一 兵　庫 56才 一級1972 1997 日本

継　谷　洋　一 兵　庫 55才 一級1972 1996 日本/ジュニア・マスターズ

辻　本　俊　子 東　京 54才 国際2004 2016 オールジャパン

辻　本　俊　子 東　京 54才 国際2004 2016 日本・ジュニア・高校生

辻　本　俊　子 東　京 53才 国際2004 2015 日本・ジュニア・高校生/アジア選考/クラス別・クラシック/フィジーク・フィットネス

辻　本　俊　子 東　京 52才 国際2004 2014 日本・ジュニア・高校生/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 51才 国際2004 2013 日本・ジュニア・高校生/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 50才 国際2004 2012 日本・ジュニア・高校生/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 49才 国際2004 2011 日本・ジュニア・高校生/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 48才 国際2004 2010 日本・ジュニア・高校生/フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 47才 国際2004 2009 クラス別・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 46才 国際2004 2008 日本・ジュニア・高校生/フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 45才 国際2004 2007 マスターズ/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 44才 国際2004 2006 クラス別/フィットネス/女子新人・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 43才 国際2004 2005 日本・ジュニア・マスターズ

辻　本　俊　子 東　京 42才 国際2004 2004 日本/クラス別

辻　本　俊　子 東　京 41才 ｱｼﾞｱ1999 2003 フィットネス/女子新人・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 40才 ｱｼﾞｱ1999 2002 ジュニア・マスターズ/フィットネス/女子新人・ミス２１

辻　本　俊　子 東　京 39才 ｱｼﾞｱ1999 2001 ジュニア・マスターズ/フィットネス

辻　本　俊　子 東　京 38才 ｱｼﾞｱ1999 2000 日本/フィットネス

松　本　俊　子 東　京 37才 ｱｼﾞｱ1999 1999 フィットネス

松　本　俊　子 東　京 36才 一級　　　 1998 日本
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堤　　　祐　一 北海道 62才 国際2015 2016 クラス別/オープン

堤　　　祐　一 北海道 61才 国際2015 2015 オープン

堤　　　祐　一 北海道 60才 一級2013 2014 マスターズ

椿　　　幸　仁 三　重 44才 一級2014 2015 マスターズ

鶴　橋　利恵子 大　分 44才 一級2013 2014 フィットネス・クラシック

天　童　あゆみ 東　京 48才 一級2010 2015 アジア選考/フィジーク・フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

天　童　あゆみ 東　京 47才 一級2010 2014 チャレンジカップ・ミス２１/フィジーク・フィットネスビキニ

天　童　あゆみ 東　京 46才 一級2010 2013 フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

天　童　あゆみ 東　京 45才 一級2010 2012 フィットネス・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

天　童　あゆみ 東　京 44才 一級2010 2011 フィットネス・クラシック

鳥谷部　　　篤 東　京 48才 国際2007 2013 フィットネス・クラシック

鳥谷部　　　篤 東　京 47才 国際2007 2012 フィットネス・クラシック

鳥谷部　　　篤 東　京 46才 国際2007 2011 フィットネス・クラシック

鳥谷部　　　篤 東　京 45才 国際2007 2010 オープン

鳥谷部　　　篤 東　京 44才 国際2007 2009 フィットネス

内　藤　隆　之 山　梨 50才 一級2010 2011 オープン

中　尾　尚　志 京　都 57才 国際1982 2002 日本/クラス別/フィットネス

中　尾　尚　志 京　都 56才 国際1982 2001 日本/クラス別/オープン/フィットネス

中　尾　尚　志 京　都 55才 国際1982 2000 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別/フィットネス

中　尾　尚　志 京　都 54才 国際1982 1999 日本/クラス別/オープン/フィットネス

中　尾　尚　志 京　都 53才 国際1982 1998 日本/クラス別

中　尾　尚　志 京　都 52才 国際1982 1997 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別

中　尾　尚　志 京　都 51才 国際1982 1996 日本/クラス別

中　尾　達　文 香　川 51才 一級1972 1999 オープン

中　尾　達　文 香　川 50才 一級1972 1998 日本

中　尾　達　文 香　川 48才 一級1972 1996 ジュニア・マスターズ/クラス別

中　嶋　拳　太 神奈川 32才 一級2012 2016 チャレンジカップ・ミス２１

中　嶋　拳　太 神奈川 30才 一級2012 2014 チャレンジカップ・ミス２１

中　嶋　浩　樹 神奈川 61才 一級2006 2016 クラス別

中　嶋　浩　樹 神奈川 59才 一級2006 2014 オープン

中　嶋　浩　樹 神奈川 52才 一級2006 2007 女子新人・ミス２１

中　野　　　真 石　川 45才 一級2014 2016 マスターズ

長　宗　五十夫 兵　庫 66才 一級1993 2014 クラス別

長　宗　五十夫 兵　庫 65才 一級1993 2013 日本・ジュニア・高校生

長　宗　五十夫 兵　庫 64才 一級1993 2012 日本・ジュニア・高校生

長　宗　五十夫 兵　庫 63才 一級1993 2011 オープン

長　宗　五十夫 兵　庫 62才 一級1993 2010 日本・ジュニア・高校生/オープン

長　宗　五十夫 兵　庫 61才 一級1993 2009 クラス別・クラシック/オープン

長　宗　五十夫 兵　庫 60才 一級1993 2008 日本・ジュニア・高校生

長　宗　五十夫 兵　庫 59才 一級1993 2007 オープン

長　宗　五十夫 兵　庫 58才 一級1993 2006 日本

長　宗　五十夫 兵　庫 56才 一級1993 2004 ジュニア・マスターズ

長　宗　五十夫 兵　庫 55才 一級1993 2003 オープン

長　宗　五十夫 兵　庫 54才 一級1993 2002 ジュニア・マスターズ

長　宗　五十夫 兵　庫 52才 一級1993 2000 日本

長　宗　五十夫 兵　庫 50才 一級1993 1998 ジュニア・マスターズ

西　川　　　稔 社会人 61才 一級1984 2007 女子新人・ミス２１

西　川　　　稔 社会人 59才 一級1984 2005 女子新人・ミス２１

西　川　　　稔 社会人 58才 一級1984 2004 女子新人・ミス２１

西　川　　　稔 社会人 57才 一級1984 2003 女子新人・ミス２１

西　川　　　稔 社会人 55才 一級1984 2001 女子新人・ミス２１

西　川　　　稔 社会人 52才 一級1984 1998 女子新人・ミス２１

丹　羽　裕　子 京　都 60才 一級2010 2014 チャレンジカップ・ミス２１

丹　羽　裕　子 京　都 57才 一級2010 2011 チャレンジカップ・ミス２１

丹　羽　真　一 社会人 50才 一級2010 2014 チャレンジカップ・ミス２１

丹　羽　真　一 社会人 49才 一級2010 2013 オープン

丹　羽　真　一 社会人 48才 一級2010 2012 オープン
ヌリナミニ タボット 茨　城 46才 一級2010 2014 オープン

原　田　　　馨 青　森 55才 一級1974 2002 オープン

廣　田　俊　彦 愛　知 58才 一級2015 2016 チャレンジカップ・ミス２１

廣　田　ゆ　み 愛　知 55才 一級2015 2016 オープン/マスターズ/SPORTEC
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藤　原　達　也 宮　城 69才 国際2001 2013 マスターズ/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 68才 国際2001 2012 マスターズ/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 67才 国際2001 2011 クラス別/フィットネス・クラシック

藤　原　達　也 宮　城 66才 国際2001 2010 日本・ジュニア・高校生/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 65才 国際2001 2009 日本・ジュニア・高校生/クラス別・クラシック

藤　原　達　也 宮　城 64才 国際2001 2008 日本・ジュニア・高校生/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 63才 国際2001 2007 日本・ジュニア・高校生/クラス別/フィットネス

藤　原　達　也 宮　城 62才 国際2001 2006 日本/ジュニア・マスターズ/高校生/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 61才 国際2001 2005 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 60才 国際2001 2004 日本/クラス別/オープン

藤　原　達　也 宮　城 59才 国際2001 2003 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 58才 国際2001 2002 日本/クラス別/オープン/フィットネス

藤　原　達　也 宮　城 57才 国際2001 2001 日本/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 56才 ｱｼﾞｱ1997 2000 ジュニア・マスターズ/クラス別

藤　原　達　也 宮　城 55才 ｱｼﾞｱ1997 1999 日本/ジュニア・マスターズ

藤　原　達　也 宮　城 54才 ｱｼﾞｱ1997 1998 日本/ジュニア・マスターズ

藤　原　達　也 宮　城 53才 ｱｼﾞｱ1997 1997 日本/オープン

藤　原　達　也 宮　城 52才 一級　　　 1996 日本/オープン

牧　　　信　行 大　分 48才 国際2015 2016 日本・ジュニア・高校生/マスターズ

牧　　　信　行 大　分 47才 一級2008 2015 日本・ジュニア・高校生

牧　　　信　行 大　分 46才 一級2008 2014 日本・ジュニア・高校生/クラス別

牧　　　信　行 大　分 45才 一級2008 2013 日本・ジュニア・高校生

牧　　　信　行 大　分 44才 一級2008 2012 日本・ジュニア・高校生

牧　　　信　行 大　分 43才 一級2008 2011 クラス別/オープン

牧　　　信　行 大　分 42才 一級2008 2010 フィットネス・クラシック

牧　　　信　行 大　分 41才 一級2008 2009 オープン

政　枝　勝　憲 福　岡 60才 国際1994 2003 日本/クラス別/オープン

政　枝　勝　憲 福　岡 59才 国際1994 2002 クラス別/オープン

政　枝　勝　憲 福　岡 58才 国際1994 2001 日本/クラス別/オープン/フィットネス

政　枝　勝　憲 福　岡 57才 国際1994 2000 日本/クラス別/オープン

政　枝　勝　憲 福　岡 56才 国際1994 1999 クラス別/オープン/フィットネス

政　枝　勝　憲 福　岡 55才 国際1994 1998 日本/クラス別/オープン

政　枝　勝　憲 福　岡 54才 国際1994 1997 クラス別

政　枝　勝　憲 福　岡 53才 国際1994 1996 日本/ジュニア・マスターズ/オープン

松　川　洋　一 大　阪 65才 一級1976 2009 オープン

松　川　洋　一 大　阪 60才 一級1976 2004 フィットネス

水　野　直　門 愛　知 59才 国際2015 2016 オールジャパン

水　野　直　門 愛　知 59才 国際2015 2016 マスターズ

水　野　直　門 愛　知 58才 国際2015 2015 オープン

水　野　直　門 愛　知 57才 一級2008 2014 フィットネス・クラシック/フィジーク・フィットネスビキニ

水　野　直　門 愛　知 56才 一級2008 2013 オープン/チャレンジカップ・ミス２１

水　野　直　門 愛　知 55才 一級2008 2012 オープン/チャレンジカップ・ミス２１

水　野　直　門 愛　知 54才 一級2008 2011 マスターズ

水　野　直　門 愛　知 53才 一級2008 2010 オープン

水　野　直　門 愛　知 52才 一級2008 2009 チャレンジカップ・ミス２１

宮　島　　　望 三　重 43才 一級2013 2016 オープン

宮　島　　　望 三　重 42才 一級2013 2015 オープン

宮　島　　　望 三　重 41才 一級2013 2014 チャレンジカップ・ミス２１

宮　畑　　　豊 東　京 59才 国際1994 2001 日本

宮　畑　　　豊 東　京 58才 国際1994 2000 女子新人・ミス２１

宮　畑　　　豊 東　京 57才 国際1994 1999 女子新人・ミス２１

宮　畑　　　豊 東　京 56才 国際1994 1998 日本

宮　畑　　　豊 東　京 55才 国際1994 1997 ジュニア・マスターズ/オープン/女子新人・ミス２１

宮　畑　　　豊 東　京 54才 国際1994 1996 日本/クラス別
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宮　本　譲　治 山　梨 56才 一級1998 2007 日本・ジュニア・高校生

宮　本　譲　治 山　梨 55才 一級1998 2006 クラス別

宮　本　譲　治 山　梨 54才 一級1998 2005 日本

宮　本　譲　治 山　梨 53才 一級1998 2004 ジュニア・日本マスタース/？オープン

宮　本　譲　治 山　梨 52才 一級1998 2003 日本/ジュニア・マスターズ

宮　本　譲　治 山　梨 51才 一級1998 2002 ジュニア・マスターズ/クラス別/オープン

宮　本　譲　治 山　梨 50才 一級1998 2001 ジュニア・マスターズ/クラス別

宮　本　譲　治 山　梨 49才 一級1998 2000 ジュニア・マスターズ/オープン

宮　本　譲　治 山　梨 48才 一級1998 1999 ジュニア・マスターズ

本　橋　喜　一 埼　玉 64才 国際1994 2004 クラス別/オープン

本　橋　喜　一 埼　玉 63才 国際1994 2003 ジュニア・マスターズ/オープン

本　橋　喜　一 埼　玉 61才 国際1994 2001 日本

本　橋　喜　一 埼　玉 60才 国際1994 2000 日本/オープン

本　橋　喜　一 埼　玉 59才 国際1994 1999 日本

本　橋　喜　一 埼　玉 58才 国際1994 1998 日本

本　橋　喜　一 埼　玉 57才 国際1994 1997 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別/オープン

本　橋　喜　一 埼　玉 56才 国際1994 1996 日本/ジュニア・マスターズ/クラス別/オープン

谷　野　義　弘 東　京 50才 一級2014 2015 フィジーク・フィットネス

山　崎　義　夫 社会人 66才 一級1975 2011 日本・ジュニア・高校生/チャレンジカップ・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 65才 一級1975 2010 オープン/チャレンジカップ・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 64才 一級1975 2009 クラス別・クラシック/チャレンジカップ・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 63才 一級1975 2008 オープン/フィットネス/チャレンジカップ・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 62才 一級1975 2007 オープン/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 61才 一級1975 2006 オープン/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 60才 一級1975 2005 クラス別/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 59才 一級1975 2004 日本/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 58才 一級1975 2003 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 57才 一級1975 2002 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 56才 一級1975 2001 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 55才 一級1975 2000 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 54才 一級1975 1999 ジュニア・マスターズ

山　崎　義　夫 社会人 53才 一級1975 1998 ジュニア・マスターズ/女子新人・ミス２１

山　崎　義　夫 社会人 52才 一級1975 1997 ジュニア・マスターズ

山　田　賴　一 静　岡 55才 国際2015 2016 マスターズ

山　田　賴　一 静　岡 54才 国際2015 2015 チャレンジカップ・ミス２１

山　田　賴　一 静　岡 53才 一級2008 2014 マスターズ

山　田　賴　一 静　岡 52才 一級2008 2013 オープン

山　田　賴　一 静　岡 51才 一級2008 2012 オープン

山　田　賴　一 静　岡 49才 一級2008 2010 オープン

山　田　賴　一 静　岡 48才 一級2008 2009 チャレンジカップ・ミス２１

涌　島　剛智三 北海道 57才 一級2010 2016 オールジャパン

涌　島　剛智三 北海道 56才 一級2010 2015 クラス別・クラシック

涌　島　剛智三 北海道 55才 一級2010 2014 マスターズ

涌　島  剛智三 北海道 54才 一級2010 2013 マスターズ

涌　島  剛智三 北海道 53才 一級2010 2012 マスターズ

涌　島　剛智三 北海道 52才 一級2010 2011 マスターズ

粟　井　直　樹 岡　山 56才 一級2003 2009 日本・ジュニア・高校生/オープン

粟　井　直　樹 岡　山 55才 一級2003 2008 日本・ジュニア・高校生/クラス別

粟　井　直　樹 岡　山 54才 一級2003 2007 日本・ジュニア・高校生/クラス別

粟　井　直　樹 岡　山 53才 一級2003 2006 日本/オープン

粟　井　直　樹 岡　山 52才 一級2003 2005 オープン/フィットネス

粟　井　直　樹 岡　山 51才 一級2003 2004 ジュニア・マスターズ

松　本　宏　夫 栃　木 64才 ｱｼﾞｱ1989 2000 女子新人・ミス２１
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