
6名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

1 小　畑　祐　典 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 宮　城 21才 159cm 2年 名取ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ

2 坂　本　信　一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 社会人 63才 161cm 26年 ﾄﾞｩ･ｲｯﾄﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

3 中　野　雅　貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 宮　城 27才 162cm 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

4 須　貝　誠　志 ｽｶﾞｲ ｻﾄｼ 東　京 51才 163cm 22年 個人

5 森　    弥　天 ﾓﾘ ﾐﾀｶ 東　京 22才 163cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

6 梅　崎　    聡 ｳﾒｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川 58才 165cm 35年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

14名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

7 西　田　鈴一郎 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｲﾁﾛｳ 東　京 29才 162cm 6年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

8 岩　井　    元 ｲﾜｲ ｹﾞﾝ 東　京 29才 163cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

9 竹　原　敏　樹 ﾀｹﾊﾗ ﾄｼｷ 宮　城 19才 163cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

10 藤　原　大　介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 25才 163cm 9年 中山ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾀﾌﾈｽ

11 平　田　龍　聖 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ 東　京 30才 164cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

12 中　村　    仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 東　京 36才 164cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

13 山　岡　大　悟 ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 埼　玉 21才 164cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

14 上　田　一　徳 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 46才 166cm 16年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

15 大　関　    淳 ｵｵｾﾞｷ ｱﾂｼ 埼　玉 47才 166cm 16年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

16 小　林　幸　治 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 千　葉 53才 166cm 31年 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ

17 高　橋　龍　矢 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 神奈川 43才 168cm 24年 個人

18 平　川　德　治 ﾋﾗｶﾜ ﾄｸｼﾞ 神奈川 51才 168cm 5年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ戸塚神奈川

19 田　原　清　光 ﾀﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ  東　京 52才 171cm 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

20 茨　木　重　雄 ｲﾊﾞﾗｷ ｼｹﾞｵ 神奈川 63才 172cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

18名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

21 草　摘　順　一 ｸｻﾂﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川 51才 162cm 31年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

22 飯　塚　勝　実 ｲｲﾂｶ ｶﾂﾐ 茨　城 50才 164cm 4年 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞGORILLA

23 蛯　名　圭　路 ｴﾋﾞﾅ ｹｲｼﾞ 青　森 35才 164cm 4年 個人

24 筒　井　啓　太 ﾂﾂｲ ｹｲﾀ 神奈川 32才 165cm 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ戸塚神奈川

25 小　田　将　也 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 東　京 31才 165cm 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

26 江　端　健　治 ｴﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 北海道 40才 166cm 10年 ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

27 藤　田　伸　也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 青　森 52才 166cm 26年 個人

28 佐　藤　拓　児 ｻﾄｳ ﾀｸｼﾞ 東　京 29才 167cm 5年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

29 市　川　直　輝 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 宮　城 23才 168cm 2年 中村ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

30 加勢田　喜代紀 ｶｾﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 東　京 47才 168cm 10年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

31 村　山　正　晃 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｱｷ 宮　城 32才 168cm 7年 THEZEN CLUB K&B GYM

32 笠　原　    司 ｶｻﾊﾗ ﾂｶｻ 神奈川 48才 169cm 19年 ﾁｭﾗ･ﾆｾ―ｸﾗﾌﾞ

33 清　水　栄　来 ｼﾐｽﾞ ｴｲｷ 宮　城 29才 169cm 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

34 小　原　靖　訓 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ 北海道 46才 170cm 26年 ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

35 井　手　    豊 ｲﾃﾞ ﾕﾀｶ 東　京 41才 171cm 2年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

36 横　瀬　健　一 ﾖｺｾ ｹﾝｲﾁ 千　葉 44才 171cm 21年 君津ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

37 森　岡　亮　太 ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳﾀ 東　京 22才 172cm 3年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

38 阿　部　勇太郎 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東　京 21才 173cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

≪男子70㎏以下級≫

2019年 第12回 東日本クラス別選手権大会 出場選手名簿
≪2019年9月15日（日） 開催≫

≪男子60㎏以下級≫

≪男子65㎏以下級≫
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2019年 第12回 東日本クラス別選手権大会 出場選手名簿
≪2019年9月15日（日） 開催≫

16名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

39 兜　森　    剛 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾂﾖｼ 神奈川 47才 166cm 10年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

40 久保田　　　武 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 埼　玉 47才 167cm 22年 ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

41 髙　橋　    亘 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 東　京 37才 168cm 16年 YANO'S GYM TOKYO

42 小　出　竜　秋 ｺｲﾃﾞ ﾀﾂｱｷ 埼　玉 46才 169cm 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

43 手　塚　    修 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ 東　京 50才 169cm 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

44 浅　野　和　也 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾔ 東　京 33才 170cm 13年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

45 濱　村　啓　志 ﾊﾏﾑﾗ ｹｲｼﾞ 埼　玉 41才 170cm 13年 ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

46 田　丸　博　朗 ﾀﾏﾙ ﾋﾛｱｷ 東　京 34才 170cm 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

47 飯　田　正　也 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾔ 長　野 29才 171cm 9年 春原ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

48 黒　澤　    誠 ｸﾛｻﾜ ﾏｺﾄ 埼　玉 42才 171cm 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

49 近　藤　公　利 ｺﾝﾄﾞｳ ｷﾐﾄｼ 山　梨 29才 171cm 4年 山梨小瀬B&F同好会

50 井　上　慶　太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 山　梨 47才 172cm 19年 山梨小瀬B&F同好会

51 松　田　厚　生 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 宮　城 49才 172cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

52 髙　橋　康　弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 栃　木 45才 173cm 22年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ足利

53 鎌　田　    圭 ｶﾏﾀﾞ ｹｲ 宮　城 34才 174cm 12年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET

54 横　關　裕　二 ﾖｺｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨　城 25才 174cm 3年 つくばﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

13名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

55 井　口　俊　晃 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 神奈川 25才 173cm 7年 個人

56 黒　崎　直　人 ｸﾛｻｷ ﾅｵﾄ 東　京 33才 173cm 2年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

57 齊　藤　一　夫 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 東　京 45才 174cm 1年 個人

58 和　田　    駿 ﾜﾀﾞ ﾊﾔｵ 東　京 27才 174cm 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

59 宮　澤　昂　大 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 長　野 27才 176cm 4年 個人

60 吉　原　慎太郎 ﾖｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨　城 48才 176cm 16年 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

61 鈴　木　総　司 ｽｽﾞｷ ｿｳｼ 神奈川 30才 178cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

62 角　山　克　也 ｶｸﾔﾏ ｶﾂﾔ 神奈川 47才 180cm 31年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

63 石　村　重　雄 ｲｼﾑﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川 49才 181cm 20年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

64 東　    将　治 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾊﾙ 千　葉 21才 182cm 4年 個人

65 宮　島　海　博 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 東　京 22才 182cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

66 大　坪　二　郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞﾛｳ 神奈川 51才 185cm 31年 中山ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾀﾌﾈｽ

67 岸　田　勇　輝 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｷ   神奈川 33才 185cm 1年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

14名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

68 上　田　一　徳 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 46才 166cm 16年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

69 兜　森　    剛 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾂﾖｼ 神奈川 47才 166cm 10年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

70 加勢田　喜代紀 ｶｾﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 東　京 47才 168cm 10年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

71 高　橋　龍　矢 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 神奈川 43才 168cm 24年 個人

72 小　出　竜　秋 ｺｲﾃﾞ ﾀﾂｱｷ 埼　玉 46才 169cm 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

73 濱　村　啓　志 ﾊﾏﾑﾗ ｹｲｼﾞ 埼　玉 41才 170cm 13年 ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

74 黒　澤　    誠 ｸﾛｻﾜ ﾏｺﾄ 埼　玉 42才 171cm 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

75 西　川　正　洋 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東　京 45才 172cm 15年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

76 髙　橋　康　弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 栃　木 45才 173cm 22年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ足利

77 齊　藤　一　夫 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 東　京 45才 174cm 1年 個人

78 塩　坂　雄　人 ｼｵｻｶ ﾕｳﾄ 東　京 43才 174cm 21年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

79 吉　原　慎太郎 ﾖｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨　城 48才 176cm 16年 土浦ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

80 角　山　克　也 ｶｸﾔﾏ ｶﾂﾔ 神奈川 47才 180cm 31年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

81 石　村　重　雄 ｲｼﾑﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川 49才 181cm 20年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

≪男子75㎏以下級≫

≪男子75㎏超級≫

≪マスターズ40才以上級≫
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2019年 第12回 東日本クラス別選手権大会 出場選手名簿
≪2019年9月15日（日） 開催≫

11名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

82 佐々木　　　隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 宮　城 50才 157cm 11年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET

83 飯　塚　勝　実 ｲｲﾂｶ ｶﾂﾐ 茨　城 50才 164cm 4年 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞGORILLA

84 梅　崎　    聡 ｳﾒｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川 58才 165cm 35年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

85 久保田　栄　治 ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ 東　京 49才 166cm 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

86 小　林　幸　治 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 千　葉 53才 166cm 31年 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ

87 山　田　太　一 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 東　京 56才 166cm 4年 個人

88 秋　田　泰　弘 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ 東　京 54才 168cm 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

89 平　川　德　治 ﾋﾗｶﾜ ﾄｸｼﾞ 神奈川 51才 168cm 5年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ戸塚神奈川

90 手　塚　    修 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ 東　京 50才 169cm 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

91 柴　田　正　則 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 埼　玉 51才 171cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

92 田　原　清　光 ﾀﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ  東　京 52才 171cm 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

14名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

93 坂　本　信　一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 社会人 63才 161cm 26年 ﾄﾞｩ･ｲｯﾄﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

94 今　野　光　輝 ｺﾝﾉ ｺｳｷ 宮　城 66才 163cm 23年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET

95 伊　藤　倖　三 ｲﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 宮　城 67才 164cm 47年 ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞﾑ

96 柴　田　紀　男 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 宮　城 65才 164cm 42年 個人

97 石　澤　正　明 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岩　手 60才 166cm 37年 ﾓﾘｵｶﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

98 石　井　勝　博 ｲｼｲ ｶﾂﾋﾛ 神奈川 60才 168cm 8年 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

99 石　津　永　司 ｲｼﾂﾞ ｴｲｼﾞ 東　京 68才 170cm 33年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

100 辺　見　不二男 ﾍﾝﾐ ﾌｼﾞｵ 福　島 67才 170cm 26年 大谷ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

101 井　上　勇　一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 宮　城 61才 171cm 3年 ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞﾑ

102 齊　藤　    要 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾒ 茨　城 64才 171cm 35年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑｳｲﾝ

103 茨　木　重　雄 ｲﾊﾞﾗｷ ｼｹﾞｵ 神奈川 63才 172cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

104 佐々木　　　功 ｻｻｷ ｲｻｵ 宮　城 64才 175cm 46年 ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞﾑ

105 斎　藤　    功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 神奈川 61才 175cm 10年 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

106 中　村　美千雄 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｵ 東　京 60才 180cm 30年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

11名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

107 竹　原　敏　樹 ﾀｹﾊﾗ ﾄｼｷ 宮　城 19才 163cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

108 山　岡　大　悟 ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 埼　玉 21才 164cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

109 伊　藤　武　尊 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 岩　手 20才 165cm 1年 個人

110 市　川　直　輝 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 宮　城 23才 168cm 2年 中村ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

111 杉　山　寛　恭 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾝｽｹ 東　京 19才 170cm 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

112 佐　藤　和　樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 千　葉 20才 172cm 3年 個人

113 森　    弥　天 ﾓﾘ ﾐﾀｶ 東　京 22才 163cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住

114 砂　田　恭　希 ｽﾅﾀﾞ ﾔｽｷ 東　京 23才 173cm 2年 個人

115 宮　島　海　博 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 東　京 22才 182cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

116 蒲　原　奨　吾 ｶﾝﾊﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ 神奈川 20才 182cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

117 東　    将　治 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾊﾙ 千　葉 21才 182cm 4年 個人

5名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

1 伊　藤　ひろみ ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 宮　城 45才 156cm 2年 ISHIKAWAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞGYM

2 大　沢　寿美子 ｵｵｻﾜ ｽﾐｺ 群　馬 60才 156cm 7年 個人

3 佐　藤　美香代 ｻﾄｳ ﾐｶﾖ 東　京 55才 156cm 6年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

4 早　川　知恵子 ﾊﾔｶﾜ ﾁｴｺ 宮　城 55才 157cm 5年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

5 沼　田　初　恵 ﾇﾏﾀ ﾊﾂｴ 神奈川 57才 158cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

≪マスターズ50才以上級≫

≪マスターズ60才以上級≫

≪ジュニア≫

≪女子フィジーク158cm以下級≫
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2019年 第12回 東日本クラス別選手権大会 出場選手名簿
≪2019年9月15日（日） 開催≫

6名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

6 川　上　由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 北海道 62才 159cm 4年 ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

7 佐　藤　奈々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 東　京 43才 160cm 3年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

8 池　田　さおり ｲｹﾀﾞ ｻｵﾘ 東　京 48才 161cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

9 萩　原　丈　巳 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾐ 山　梨 50才 162cm 6年 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

10 三本木　しのぶ ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 宮　城 50才 165cm 9年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

11 佐　藤　とく子 ｻﾄｳ ﾄｸｺ 東　京 58才 170cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

3名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

12 加　藤　淳　子 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮　城 53才 154cm 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

13 篠　原　ゆかり ｼﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼　玉 41才 157cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

14 西　　　ゆかり ﾆｼ ﾕｶﾘ 北海道 42才 157cm 3年 ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

5名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 ボ 歴 所　　属　　ク　　ラ　　ブ

15 植　草　朋　美 ｳｴｸｻ ﾄﾓﾐ 東　京 50才 161cm 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

16 曽　根　優　子 ｿﾈ ﾕｳｺ 宮　城 49才 161cm 10年 ISHIKAWAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞGYM

17 野　沢　知　代 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 埼　玉 33才 161cm 9年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

18 齋　藤　優　子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 栃　木 45才 163cm 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

19 櫻　井　藤　子 ｻｸﾗｲ ﾌｼﾞｺ 長　野 70才 169cm 15年 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

≪女子フィジーク158超級≫

≪ボディフィットネス160cm以下級≫

≪ボディフィットネス160超級≫
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