
6名出場

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

62 比　嘉　    準 ﾋｶﾞ ｼﾞｭﾝ 大　阪 27才 164cm 61kg 限定
63 伊　藤　拓　也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 長　崎 24才 166cm 66kg 個人
64 上　地　賢　志 ｳｴﾁ ｻﾄｼ 沖　縄 37才 166cm 65kg 個人
65 澄　川　元　頼 ｽﾐｶﾜ ﾓﾄﾖﾘ 山　口 34才 167cm 65kg 個人
66 坂　本　裕　一 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 和歌山 33才 167cm 66kg 筋ﾄﾚ道場 FREEDOMﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

67 福　永　昇　平 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 兵　庫 25才 169cm 71kg 限定

8名出場

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

68 伊　藤　勇　貴 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 京　都 24才 169cm 64kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条店
69 中　村　優　真 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 広　島 33才 169cm 64kg 東広島ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会
70 田　野　    陽 ﾀﾉ ｱｷﾗ 兵　庫 29才 169cm 65kg 限定
71 大　澤　有一郎 ｵｵｻﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大　阪 32才 169cm 66kg 個人
72 油　谷　昌　宏 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 石　川 38才 170cm 69kg 個人
73 中　西　智　紀 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｷ 愛　媛 24才 170cm 69kg 個人
74 鈴　木　大　地 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 大　阪 30才 171cm 65kg 限定
75 大　坪　    卓 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸ 大　阪 24才 171cm 70kg 限定

9名出場

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

76 辻　本　浩　典 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 奈　良 35才 174cm 68kg 限定
77 稲　吉　佑　亮 ｲﾅﾖｼ ﾕｳｽｹ 長　崎 23才 174cm 69kg 個人
78 中　川　    陸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 愛　媛 22才 174cm 75kg ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ松山
79 小　幡　雄　大 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 大　阪 26才 174cm 77kg 個人
80 若　松　隼　人 ﾜｶﾏﾂ ﾊﾔﾄ 三　重 33才 175cm 68kg 熊野ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
81 井　上　景　太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 大　阪 37才 175cm 74kg 個人
82 上　田　紘三郎 ｳｴﾀﾞ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 京　都 34才 175cm 76kg 限定
83 益　山　大　智 ﾏｽﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 大　阪 27才 176cm 71kg 限定
84 竹　内　寛　人 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾋﾄ 岡　山 27才 176cm 72kg ｴｲﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

7名出場

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

85 伊　藤　大　輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大　阪 37才 178cm 75kg 限定
86 石　山　成　浩 ｲｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 大　阪 36才 179cm 71kg 限定
87 今　西　宏　太 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 奈　良 32才 180cm 76kg 個人
88 金　子　亮　太 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀ 山　口 25才 180cm 76kg ASAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑZERO→1
89 宮　瀬　    亮 ﾐﾔｾ ﾘｮｳ 大　阪 22才 181cm 73kg 個人
90 長　木　壮　矢 ﾅｶﾞｷ ｿｳﾔ 和歌山 37才 183cm 79kg 限定
91 林　    瑞　招 ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｱｷ 愛　媛 24才 183cm 80kg 個人

≪メンズフィジーク 40才未満 168cm以下級≫

≪メンズフィジーク 40才未満 172cm以下級≫

≪メンズフィジーク 40才未満 176cm以下級≫

≪メンズフィジーク 40才未満 176cm超級≫

出場選手名簿
≪2019年7月28(日） 開催≫

 2019年
第２回西日本メンズフィジークオープン大会

第２回西日本ビキニフィットネスオープン大会
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12名出場

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

92 松　井　栄　二 ﾏﾂｲ ｴｲｼﾞ 奈　良 41才 159cm 55kg 限定
93 川　辺　勝　弘 ｶﾜﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ 三　重 48才 166cm 63kg 個人
94 宮　下　時　久 ﾐﾔｼﾀ ﾄｷﾋｻ 大　阪 43才 167cm 66kg ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F
95 小田川　洋　司 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 沖　縄 53才 168cm 個人
96 長　田　勇　気 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 愛　知 41才 169cm 65kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋栄
97 田　中　英　樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 福　岡 47才 170cm 62kg ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｵｰｽﾞ
98 岡　山　秀　達 ｵｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀﾂ 大　阪 46才 170cm 65kg ｼﾞｯﾌﾟ･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
99 大殿内　南生人 ｵｵﾄﾞﾝﾁ ﾅｵﾄ 沖　縄 45才 170cm 67kg 個人
100 片　岡　秀　誠 ｶﾀｵｶ ｼｭｳｾｲ 兵　庫 48才 170cm 68kg 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
101 柳　　　佐智夫 ﾔﾅｷﾞ ｻﾁｵ 福　岡 41才 171cm 68kg ｼｪｲﾌﾟGYM CALIFORNIA
102 北　村　隆　明 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大　阪 46才 171cm 70kg 限定
103 山　路　康　裕 ﾔﾏｼﾞ ｺｳｽｹ 和歌山 48才 172cm 66kg 筋ﾄﾚ道場 FREEDOMﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

10名出場

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

104 吉　村　泰　豪 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 大　阪 57才 173cm 72kg ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F
105 西　村　    直 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 大　阪 46才 174cm 65kg 限定
106 位　田　智　司 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓｼﾞ 大　阪 49才 174cm 70kg ｼﾞｯﾌﾟ･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
107 植　田　誠　吾 ｳｴﾀﾞ ｾｲｺﾞ 和歌山 41才 174cm 70kg 筋ﾄﾚ道場 FREEDOMﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

108 宮　地　    慶 ﾐﾔｼﾞ ｹｲ 愛　媛 40才 174cm 74kg ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ松山
109 副　島　直　樹 ｿｴｼﾞﾏ ﾅｵｷ 滋　賀 50才 174cm 75kg 個人
110 野　田　和　伸 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 大　阪 46才 180cm 72kg 個人
111 森　    順　司 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｼﾞ 滋　賀 40才 181cm 78kg 限定
112 森　山　健　三 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｿﾞｳ 長　崎 41才 182cm 80kg 個人
113 杉　山　隆　史 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 広　島 47才 184cm 84kg STRENGTH GYM

5名出場

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

114 豊　川　安　枝 ﾄﾖｶﾜ ﾔｽｴ 大　阪 33才 159cm 45kg ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑSPORTS
115 森　崎　志直子 ﾓﾘｻｷ ｼﾅｺ 兵　庫 31才 160cm 49kg ﾁｰﾑ鉄腕ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
116 椿　    知　世 ﾂﾊﾞｷ ﾄﾓﾖ 大　阪 29才 160cm 52kg ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F
117 山　下　春　菜 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ 愛　知 30才 163cm 49kg ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ
118 北　園　みづき ｷﾀｿﾞﾉ ﾐﾂﾞｷ 福　岡 28才 163cm 52kg ﾎﾞﾃﾞｨｱﾀｯｸ

2名出場

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

119 中　澤　    綾 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ 大　阪 31才 164cm 51kg 個人
120 片　平　愛　子 ｶﾀﾋﾗ ｱｲｺ 静　岡 31才 170cm 54kg ﾏｯｽﾙﾊｳｽｼﾞﾑ

7名出場

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

121 澤　下　美　香 ｻﾜｼﾀ ﾐｶ 静　岡 36才 148cm 42kg ﾏｯｽﾙﾊｳｽｼﾞﾑ
122 山　田　奈　々 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ 大　阪 35才 152cm 45kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑMuscle&Beauty
123 野　村　    香 ﾉﾑﾗ ｶｵﾘ 香　川 38才 154cm 43kg 個人
124 田　畑　敬　子 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ 大　阪 50才 154cm 46kg 個人
125 北　口　かおり ｷﾀｸﾞﾁ ｶｵﾘ 大　阪 52才 155cm 43kg ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F
126 テイト　美　幸 ﾃｲﾄ ﾐﾕｷ 沖　縄 35才 156cm 46kg 限定
127 大矢野　宏　美 ｵｵﾔﾉ ﾋﾛﾐ 福　岡 42才 159cm 48kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡
128 糸田川　優　子 ｲﾄﾀｶﾞﾜ ﾕｳｺ 大　阪 38才 160cm 個人

≪ビキニフィットネス 35才以上 160cm以下級≫

≪メンズフィジーク 40才以上 172cm以下級≫

≪メンズフィジーク 40才以上 172cm超級≫

≪ビキニフィットネス 35才未満 163cm以下級≫

≪ビキニフィットネス 35才未満 163cm超級≫
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8名出場

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

129 平　田　絵　美 ﾋﾗﾀ ｴﾐ 兵　庫 44才 161cm 50kg 個人
130 永　野　利　佳 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼｶ 大　阪 39才 161cm 55kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑMuscle&Beauty
131 宮　古　愛　子 ﾐﾔｺ ｱｲｺ 兵　庫 37才 163cm 50kg 個人
132 伊　﨑　美　保 ｲｻｷ ﾐﾎ 広　島 38才 163cm 52kg 個人
133 北　村　真紀子 ｷﾀﾑﾗ ﾏｷｺ 愛　知 42才 163cm 52kg ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ
134 照　島　三　舟 ﾃﾙｼﾏ ﾐﾌﾈ 福　岡 42才 163cm 52kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡
135 内　田　    舞 ｳﾁﾀﾞ ﾏｲ 大　阪 42才 163cm 53kg 個人
136 西　口　芽衣子 ﾆｼｸﾞﾁ ﾒｲｺ 大　阪 46才 168cm 53kg 個人

≪ビキニフィットネス 35才以上 160cm超級≫
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