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32名出場（表彰: 1位～　位）

No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 備　　　　　　　考

1 新　垣　由　衣 ｱﾗｶｷ ﾕｲ 東　京 30歳 142.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

2 佐　野　愛　美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 東　京 33歳 151.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

3 松　木　真　美 ﾏﾂｷ ﾏﾐ 東　京 35歳 151.9cm FULL★BLOWN

4 近　藤　里佳子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｶｺ 沖　縄 44歳 153.0cm 個人登録

5 小　野　智　美 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 大　分 37歳 154.0cm 個人登録

6 藤　卷　梨　裟 ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ 神奈川 28歳 154.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

7 田　中　裕　子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 群　馬 45歳 154.5cm 個人登録

8 清　水　由　香 ｼﾐｽﾞ ﾕｶ 大　阪 30歳 156.0cm 個人登録

9 小　倉　あれず ｵｸﾞﾗ ｱﾚｽﾞ 栃　木 25歳 156.0cm Akiﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

10 小　原　圭　由 ｵﾊﾗ ｶﾕ 兵　庫 26歳 156.0cm Be-fit light24 川西能勢口店

11 鈴　木　里　美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 愛　媛 47歳 156.5cm ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ松山

12 板　谷　成　美 ｲﾀﾔ ﾅﾙﾐ 兵　庫 34歳 157.0cm MAX GYM

13 渡　辺　    京 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ 東　京 31歳 158.0cm 個人登録

14 阿　部　典　子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 埼　玉 47歳 158.0cm ﾍﾞﾙｸｽｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ谷塚

15 大工原　真　史 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏﾌﾐ 東　京 40歳 158.5cm FULL★BLOWN

16 小　林　尚　美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 東　京 41歳 159.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

17 日　比　佑伊子 ﾋﾋﾞ ﾕｲｺ 東　京 26歳 159.6cm 個人登録

18 河　野　安佳里 ｶﾜﾉ ｱｶﾘ 東　京 24歳 159.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

19 奥　村　若　葉 ｵｸﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ 東　京 39歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

20 小　林　由　恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ 滋　賀 51歳 160.1cm 個人登録

21 近　藤　恵理子 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｺ 静　岡 37歳 162.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ富士静岡

22 橋　本　    智 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓ 福　岡 44歳 162.0cm ARIAKE GYM

23 北　村　真紀子 ｷﾀﾑﾗ ﾏｷｺ 愛　知 46歳 162.0cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

24 上　野　麻衣子 ｳｴﾉ ﾏｲｺ 神奈川 45歳 162.5cm 中山ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾀﾌﾈｽ

25 堀　田　ひろみ ﾎﾘﾀ ﾋﾛﾐ 富　山 36歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ富山環水公園

26 大　﨑　麻　耶 ｵｵｻｷ ﾏﾔ 石　川 28歳 165.5cm MuscleKingdamﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

27 内　田　織　恵 ｳﾁﾀﾞ ｵﾘｴ 大　分 43歳 166.0cm 個人登録

28 大　槻　晶　子 ｵｵﾂｷ ｱｷｺ 東　京 40歳 166.0cm Yano's Gym Tokyo

29 竹　内　貴美代 ﾀｹｳﾁ ｷﾐﾖ 熊　本 49歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通り熊本

30 山之内　瑛　美 ﾔﾏﾉｳﾁ ｴﾐ 神奈川 35歳 168.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

31 吉　住　真　衣 ﾖｼｽﾞﾐ ﾏｲ 東　京 34歳 168.3cm 個人登録

32 橋　本　まな美 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ 三　重 35歳 170.0cm 個人登録

9名出場（表彰: 1位～　位）

年 令 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 備　　　　　　　考

33 澤　下　美　香 ｻﾜｼﾀ ﾐｶ 静　岡 39歳 148.0cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM

34 萩　尾　由　香 ﾊｷﾞｵ ﾕｶ 東　京 52歳 152.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞGYMｻｳｽ東京

35 石　井　ゆき子 ｲｼｲﾕｷｺ 東　京 58歳 155.0cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

36 吉　田　邦　子 ﾖｼﾀﾞｸﾆｺ 東　京 62歳 156.0cm 個人登録

37 矢　野　かずみ ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 東　京 51歳 156.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

38 石　井　さやか ｲｼｲ ｻﾔｶ 神奈川 42歳 157.2cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

39 篠　原　ゆかり ｼﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼　玉 44歳 158.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

40 柴　田　典　子 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ 静　岡 35歳 160.5cm 石坂ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

41 竹　下　明　子 ﾀｹｼﾀ ｱｷｺ 東　京 46歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京
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26名出場（表彰: 1位～　位）

年 令 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 備　　　　　　　考

42 小谷田　　　貴 ｺﾔﾀ ﾀｶｼ 東　京 22歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

43 市　川　佑　一 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川 34歳 165.0cm ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚

44 木　村　拳　太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 神奈川 26歳 166.0cm 個人登録

45 山　畠　広　大 ﾔﾏﾊﾀ ｺｳﾀﾞｲ 山　梨 31歳 167.0cm 山梨小瀬B&F

46 西　村　広　和 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 東　京 39歳 168.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

47 高　野　智　輝 ﾀｶﾉ ﾄﾓｷ 埼　玉 29歳 168.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

48 藤　巻　貴　之 ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶﾕｷ 東　京 43歳 168.0cm 個人登録

49 児　島　龍　樹 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｷ 福　岡 29歳 169.3cm 個人登録

50 山　本　流　聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 愛　知 33歳 170.0cm 個人登録

51 佐　村　直　紀 ｻﾑﾗ ﾅｵｷ 東　京 24歳 171.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

52 腰　    晴　喜 ｺｼ ﾊﾙｷ 千　葉 25歳 171.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ柏千葉

53 増　原　    駿 ﾏｽﾊﾗ ｼｭﾝ 大　阪 28歳 171.4cm 個人登録

54 上　松　康一郎 ｳｴﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 東　京 27歳 172.0cm 個人登録

55 久　野　圭　一 ﾋｻﾉｹｲｲﾁ 東　京 40歳 172.0cm 個人登録

56 廣　野　    拓 ﾋﾛﾉ ﾀｸ 神奈川 38歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

57 鈴　木　幹　二 ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ 茨　城 25歳 173.0cm 個人登録

58 沼　田　太郁樹 ﾇﾏﾀ ﾀｲｷ 東　京 33歳 174.0cm 個人登録

59 桂　山　晃　輔 ｶﾔﾏ ｺｳｽｹ 東　京 29歳 176.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

60 渡　辺　和　也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 東　京 24歳 177.1cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ代々木上原

61 近　藤　祐　貴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 東　京 33歳 177.4cm 個人登録

62 岩　田　卓　磨 ｲﾜﾀ ﾀｸﾏ 神奈川 37歳 178.3cm 個人登録

63 原　田　吉　史 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 静　岡 36歳 179.5cm F.T GYM

64 直　野　賀　優 ﾅｵﾉ ﾖｼﾏｻ 千　葉 31歳 182.0cm 個人登録

65 中　村　宗　人 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾄ 東　京 56歳 183.2cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

66 宗　野　広　大 ﾑﾈﾉ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川 28歳 183.7cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

67 小　川　優　駿 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼｭﾝ 神奈川 29歳 184.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

11名出場（表彰: 1位～　位）

年 令 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 備　　　　　　　考

68 岩　崎　勇　人 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 岩　手 28歳 164.0cm ﾓﾘｵｶﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

69 櫻　原　國　明 ｻｸﾗﾊﾞﾙ ｸﾆｱｷ 東　京 33歳 169.5cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

70 上　村　優　介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 京　都 32歳 170.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾃﾞｨｸﾞﾗ

71 持　田　教　利 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 28歳 170.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

72 川　﨑　友　昭 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｱｷ 東　京 22歳 171.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

73 塚　本　健　太 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 宮城県 27歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

74 川　﨑　友　大 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 東　京 29歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子東京

75 中　里　    涼 ﾅｶｻﾄ ﾘｮｳ 東　京 30歳 175.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

76 木　俣　    光 ｷﾏﾀ ﾋｶﾙ 社会人 25歳 180.2cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

77 春　田　崇　博 ﾊﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 38歳 181.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

78 池　田　昌　弘 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼　玉 49歳 188.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
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