
10名（6位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

1 石　井　ゆき子 ｲｼｲ ﾕｷｺ 東　京 57才 155cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2 大　谷　美　咲 ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ 新　潟 34才 158cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

3 篠　原　ゆかり ｼﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼　玉 43才 158cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和さいたま

4 中　島　千　春 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 東　京 45才 163cm 王子ﾌｨｯﾄﾈｽ&ｼﾞﾑ

5 渡　利　寛　子 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ 兵　庫 44才 157cm MAX GYM

6 吉　川　千　周 ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 兵　庫 53才 160cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

7 金　子　真紀子 ｶﾈｺ ﾏｷｺ 東　京 42才 161cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

8 矢　野　かずみ ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 東　京 50才 156cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

9 阪　森　香　理 ｻｶﾓﾘ ｶｵﾘ 兵　庫 51才 162cm MAX GYM

10 清　水　    恵 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 北海道 37才 162cm ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

25名（6位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

11 渡　邉　美　月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 兵　庫 35才 160cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

12 片　平　愛　子 ｶﾀﾋﾗ ｱｲｺ 静　岡 34才 170cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM

13 松　木　真　美 ﾏﾂｷ ﾏﾐ 東　京 34才 151cm 王子ﾌｨｯﾄﾈｽ&ｼﾞﾑ

14 永　江　仁　美 ﾅｶﾞｴ ﾋﾄﾐ 石　川 30才 164cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

15 梅　田　久美子 ｳﾒﾀﾞ ｸﾐｺ 東　京 57才 161cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

16 柿　    夏　芽 ｶｷ ﾅﾂﾒ 東　京 22才 168cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

17 安　井　友　梨 ﾔｽｲ ﾕﾘ 愛　知 37才 173cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋栄

18 大工原　真　史 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏﾌﾐ 長　野 39才 159cm 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

19 金　谷　瑠　美 ｶﾅﾀﾆ ﾙﾐ 大　阪 37才 154cm MAXGYM

20 ダンシー あずさ ﾀﾞﾝｼｰ ｱｽﾞｻ 東　京 31才 161cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

21 内　田　織　恵 ｳﾁﾀﾞｵﾘｴ 大　分 42才 166cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

22 堀　田　ひろみ ﾎﾘﾀ ﾋﾛﾐ 富　山 35才 165cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ富山環水公園

23 田　中　裕　子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 群　馬 44才 154cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

24 小　林　尚　美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 東　京 40才 160cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

25 藤　井　裕　子 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺ 東　京 45才 164cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

26 中　山　桜　子 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗｺ 東　京 24才 160cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

27 三　井　直　美 ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ 東　京 43才 166cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

28 大　脇　朋　香 ｵｵﾜｷ ﾄﾓｶ 愛　知 35才 180cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

29 関　根　秀　子 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｺ 東　京 49才 153cm YANO'S GYM TOKYO

30 日　比　佑伊子 ﾋﾋﾞ ﾕｲｺ 東　京 25才 160cm ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ練馬店

31 小谷野　彩　香 ｺﾔﾉ ｱﾔｶ 東　京 29才 156cm  ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

32 長　瀬　陽　子 ﾅｶﾞｾ ﾖｳｺ 東　京 44才 165cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

33 森　    佳　美 ﾓﾘ ﾖｼﾐ 茨　城 42才 150cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

34 佐　野　愛　美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 東　京 31才 152cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子

35 澁　谷　美和子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾜｺ 神奈川 45才 158cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 溝の口神奈川
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17名（6位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

36 佐　藤　    綾 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 福　島 31才 176cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

37 穴　見　一　佐 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｻ 東　京 24才 178cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

38 久　野　圭　一 ﾋｻﾉｹｲｲﾁ 東　京 39才 172cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

39 渡　部　史　也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 愛　媛 20才 167cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜愛媛

40 田　村　宜　丈 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｹ 東　京 49才 168cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

41 渡　辺　和　也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 東　京 23才 177cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

42 伊　吹　主　税 ｲﾌﾞｷ ﾁｶﾗ 大　阪 30才 173cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

43 上　中　一　司 ｳｴﾅｶ ﾋﾄｼ 大　阪 54才 180cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

44 直　野　賀　優 ﾅｵﾉ ﾖｼﾏｻ 茨　城 30才 182cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

45 寺　島　    遼 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 東　京 28才 168cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子

46 福　原　俊　介 ﾌｸﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛　知 26才 175cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋栄

47 関　口　貴　夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｵ 千　葉 46才 171cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

48 加　藤　昌　平 ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 46才 168cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

49 長　澤　秀　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 東　京 31才 172cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

50 小　泉　憲　治 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 神奈川 36才 177cm ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚

51 岡　　　典　明 ｵｶ ﾉﾘｱｷ 香　川 34才 165cm PINNACLE GYM

52 大　浦　信　浩 ｵｵｳﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 石　川 51才 182cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ V10ののいち

※申込締切は9月21日です。※ゼッケン番号は申込順です。
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