
16名（6位入賞） 

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

1 衣　笠　    朋 ｷﾇｶﾞｻ ﾄﾓ 兵　庫 50歳 151.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

2 片　山　めぐみ ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 愛　媛 39歳 151.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜愛媛

3 加　藤　淳　子 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮　城 56歳 152.4cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

4 大　澤　直　子 ｵｵｻﾜ ﾅｵｺ 東　京 53歳 152.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

5 荻　島　順　子 ｵｷﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東　京 54歳 152.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

6 中　村　さやか ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 大　阪 43歳 155.5cm ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑｽﾎﾟｰﾂ

7 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

8 堂　山　明　美 ﾄﾞｳﾔﾏ ｱｹﾐ 愛　知 57歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ熱田

9 高　松　眞里子 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾘｺ 東　京 69歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

10 木　村　和　美 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 愛　知 60歳 157.0cm ﾁｰﾑKﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

11 沼　田　初　恵 ﾇﾏﾀ ﾊﾂｴ 神奈川 61歳 157.1cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

12 清　水　恵理子 ｼﾐｽﾞ ｴﾘｺ 東　京 58歳 157.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

13 鴛　渕　奈津子 ｵｼﾌﾞﾁ ﾅﾂｺ 大　阪 54歳 157.7cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

14 春　日　千　春 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾙ 長　野 59歳 157.9cm MAP-J TRIBE

15 大　倉　志満恵 ｵｵｸﾗ ｼﾏｴ 大　阪 61歳 158.0cm ﾏｸﾞﾅﾑ

16 吉　田　敦　子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ 福　岡 54歳 158.0cm BODY MAX GYM

6名（6位入賞） 

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

17 星　宮　有智子 ﾎｼﾐﾔ ｳﾁｺ 京　都 52歳 158.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

18 佐々木　真紀子 ｻｻｷ ﾏｷｺ 宮　城 59歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

19 澤　田　めぐみ ｻﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 東　京 61歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

20 阪　森　香　理 ｻｶﾓﾘ ｶｵﾘ 兵　庫 52歳 162.0cm MAX GYM

21 中　島　千　春 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 東　京 46歳 162.9cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

22 椛　澤　幸　子 ｶﾊﾞｻﾜ ｻﾁｺ 東　京 50歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

2名（2位入賞） 

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

23 今　川　恵　美 ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 京　都 33歳 165.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条店

24 佐　藤　とく子 ｻﾄｳ ﾄｸｺ 東　京 61歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

15名（6位入賞） 

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

25 木　村　和　昭 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 岡　山 58歳 151.2cm ｴｲﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

26 後　藤　    誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 香　川 51歳 152.6cm さぬきｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

27 赤　澤　範　昭 ｱｶｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 広　島 49歳 155.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN

28 三　浦　慎二郎 ﾐｳﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 京　都 41歳 155.6cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

29 嶽　    美　秀 ﾀﾞｹ ﾖｼﾋﾃﾞ 兵　庫 54歳 157.0cm MAX GYM

30 川　辺　    仁 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾄｼ 大　阪 49歳 158.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

31 門　脇　祐　二 ｶﾄﾞﾜｷﾕｳｼﾞ 鳥　取 59歳 159.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾟﾗｻﾞｼﾞｬﾝﾌﾟｽ

32 岸　田　直　樹 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｷ 大　阪 30歳 159.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

33 神　崎　倫　典 ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾁﾉﾘ 岡　山 41歳 160.0cm ｴｲﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

34 中　出　裕　己 ﾅｶﾃﾞ ﾕｳｷ 滋　賀 38歳 160.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

35 田　中　義　法 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 大　阪 57歳 161.5cm ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾄﾗｲ

36 川　畑　法　雄 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 東　京 50歳 162.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

37 中　浜　貴　昌 ﾅｶﾊﾏ ﾀｶﾏｻ 広　島 53歳 163.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN

38 村　上　聖　彦 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ 広　島 38歳 163.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN

39 須　貝　誠　志 ｽｶﾞｲ ｻﾄｼ 東　京 54歳 163.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

女子フィジーク 163cm以下級

女子フィジーク 163cm超級

男子ボディビル 55kg以下級

2022 第26回日本クラス別選手権大会 出場選手名簿

女子フィジーク 158cm以下級 

〔2022年8月14日(日) / 奈良県橿原市:橿原文化会館〕
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18名（6位入賞） 

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

40 犬　束　貴　博 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 福　岡 50歳 155.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

41 小　森　康　裕 ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 富　山 61歳 156.0cm ﾊﾟﾜｰﾏﾝｼﾞﾑ

42 溝　口　隆　広 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 静　岡 53歳 157.5cm 太陽建機ﾚﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

43 岩　尾　佳　毅 ｲﾜｵ ﾖｼﾀｶ 兵　庫 49歳 158.0cm 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

44 岡　    玲　治 ｵｶ ﾚｲｼﾞ 三　重 23歳 159.0cm ﾃﾞﾋﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

45 中　野　雅　貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 岩　手 30歳 160.0cm ﾊﾟﾜｰﾊｳｽ ｺｽﾓ

46 豊　島　　　悟 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄﾙ 東　京 48歳 160.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

47 増　田　晋　策 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝｻｸ 愛　知 29歳 160.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田

48 丹　羽　真　一 ﾆﾜ ｼﾝｲﾁ 社会人 59歳 161.0cm 相羽ばね工業ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾞﾗﾌﾞ

49 甲　田　    敦 ｺｳﾀﾞ ｱﾂｼ 長　野 54歳 161.5cm 上田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

50 石　井　輝　男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 東　京 52歳 162.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

51 松　村　和　典 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 埼　玉 59歳 162.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

52 小　山　正　之 ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 大　阪 41歳 162.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

53 牧　野　弘　成 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾅﾘ 大　阪 44歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

54 中　村　    仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 東　京 39歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

55 溝呂木　雅　之 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ﾏｻﾕｷ 東　京 34歳 164.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

56 井　上　大　輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 兵　庫 36歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

57 亀　田　    浩 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｼ 東　京 55歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

20名（6位入賞） 

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

58 黒　川　宏　太 ｸﾛｶﾜ ｺｳﾀ 岡　山 27歳 157.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｼｬｲﾝ

59 屋　良　一　紀 ﾔﾗ ｲﾂｷ 東　京 32歳 160.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

60 木　村　征一郎 ｷﾑﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 兵　庫 44歳 160.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

61 道　田　泰　三 ﾐﾁﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ 大　阪 60歳 160.0cm Jungle Gym Sports

62 寺　岡　    陽 ﾃﾗｵｶ ｷﾖｼ 東　京 25歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

63 下　田　亮　良 ｼﾓﾀﾞ ﾘｮｳｹﾝ 石　川 24歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑV10野々市

64 浅　野　喜久男 ｱｻﾉｷｸｵ 愛　知 51歳 162.0cm ﾏｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

65 岩　井　　　元 ｲﾜｲ ｹﾞﾝ 東　京 32歳 162.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

66 田　中　光　昭 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾃﾙ 東　京 38歳 163.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑﾉｰｽ東京

67 川　上　政　貴 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 宮　城 52歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

68 西　田　鈴一郎 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｲﾁﾛｳ 東　京 32歳 164.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

69 中　村　大　輝 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 愛　知 31歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田

70 真栄里　　　光 ﾏｴｻﾞﾄ ﾋｶﾙ 山　口 25歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ山口宇部

71 内　野　    充 ｳﾁﾉ ﾐﾂﾙ 埼　玉 42歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

72 串　崎　健　太 ｸｼｻﾞｷ ｹﾝﾀ 兵　庫 32歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸

73 的　場　久　剛 ﾏﾄﾊﾞ ﾋｻﾀｶ 兵　庫 42歳 165.5cm ｳｴﾙﾈｽﾕｳ

74 大　関　    淳 ｵｵｾﾞｷ ｱﾂｼ 埼　玉 50歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

75 小　原　靖　訓 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ 北海道 49歳 168.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ B-ONE

76 川久保　　　優 ｶﾜｸﾎﾞ ﾏｻﾙ 福　岡 34歳 171.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

77 橋　本　    真 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 兵　庫 47歳 172.0cm MAXGYM

男子ボディビル 65kg以下級

男子ボディビル 60kg以下級
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12名（6位入賞） 

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

78 加　藤　直　之 ｶﾄｳ ﾅｵﾕｷ 東　京 41歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

79 松　尾　幸　作 ﾏﾂｵ ｺｳｻｸ 社会人 41歳 164.0cm 明治ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

80 吉　岡　賢　輝 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾃﾙ 神奈川 27歳 164.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

81 村　重　典　昭 ﾑﾗｼｹﾞ ﾉﾘｱｷ 山　口 59歳 165.0cm 岩国ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

82 岡　田　    隆 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 社会人 42歳 165.0cm 日体大ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

83 太　田　研　二 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 京　都 42歳 166.0cm Training Gym D'gra(ﾃﾞｨｸﾞﾗ)

84 岩　谷　    徹 ｲﾜﾔ ﾄｵﾙ 群　馬 41歳 166.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

85 土　金　正　巳 ﾂﾁｶﾈ ﾏｻﾐ 東　京 54歳 168.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

86 清　水　栄　来 ｼﾐｽﾞ ｴｲｷ 宮　城 33歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

87 森　下　賢　成 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝｾｲ 長　崎 31歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

88 藤　　　正　和 ﾌｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 埼　玉 35歳 170.5cm ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

89 大　藪　賀　弘 ｵｵﾔﾌﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮　崎 37歳 172.0cm ﾍﾞｽﾄｼｪｲﾌﾟ

24名（6位入賞） 

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

90 相　澤　飛　鳥 ｱｲｻﾞﾜ ｱｽｶ 神奈川 28歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

91 秋　山　宗太郎 ｱｷﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 東　京 35歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

92 加　藤　    佳 ｶﾄｳ ｹｲ 北海道 45歳 166.0cm ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

93 光　武　樹　生  ﾐﾂﾀｹ ﾀﾂｷ 静　岡 25歳 166.5cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM

94 小　野　善　行 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 東　京 42歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

95 嶋　田　慶　太 ｼﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 福　岡 37歳 167.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

96 仲　泊　兼　也 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ﾄﾓﾔ 沖　縄 49歳 168.0cm 久場ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

97 杉　浦　博　純 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｽﾐ 大　阪 44歳 168.0cm ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑｽﾎﾟｰﾂ

98 上　原　海　斗 ｳｴﾊﾗ ｶｲﾄ 大　阪 27歳 168.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

99 市　來　幸　司 ｲﾁｷ ｺｳｼﾞ 宮　崎 39歳 168.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

100 今　村　大　祐 ｲﾏﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 宮　崎 35歳 169.0cm 高崎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

101 三　井　一　訓 ﾐｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東　京 37歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｪｽﾄ東京

102 有　門　勝　久 ｱﾘｶﾄﾞ ｶﾂﾋｻ 福　岡 56歳 170.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾋﾞｸﾄﾘｰ

103 石　坂　恵　一 ｲｼｻﾞｶ ｹｲｲﾁ 石　川 38歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

104 鬼　木　貴　史 ｵﾆｷ ﾀｶﾌﾐ 佐　賀 36歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

105 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

106 井　上　桂　将 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮　崎 38歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店

107 井　上　裕　章 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 静　岡 50歳 170.3cm Body Planner Rabbitcho

108 横　瀬　健　一 ﾖｺｾ ｹﾝｲﾁ 千　葉 48歳 171.0cm 君津ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

109 坂　本　邦　博 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 福　岡 38歳 171.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ

110 竹　内　規　泰 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋﾛ 東　京 34歳 171.6cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

111 江　川　裕　二 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 広　島 39歳 173.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN

112 小　野　員　史 ｵﾉ ｶｽﾞﾌﾐ 岡　山 27歳 173.0cm BE STRONG'GYM OLYMPIA

113 高　山　敏　章 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ 岡　山 37歳 173.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

12名（6位入賞） 

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

114 髙　梨　圭　祐 ﾀｶﾅｼ ｹｲｽｹ 東　京 50歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

115 村　上　勝　英 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾋﾃﾞ 大　阪 31歳 167.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

116 大久保　恵　介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 神奈川 23歳 169.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

117 今　    星　也 ｺﾝ ｾｲﾔ 青　森 27歳 171.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

118 津　坂　雄　哉 ﾂｻｶ ﾕｳﾔ 兵　庫 29歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

119 小　林　寛　治 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｼﾞ 東　京 31歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

120 佐　藤　浩　慈 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 福　岡 44歳 174.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

121 三　島　流　平 ﾐｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 茨　城 39歳 175.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

122 井　上　貴　文 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾌﾐ 福　岡 31歳 175.0cm ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ

123 河　村　秀　美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 広　島 54歳 177.0cm 東広島ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

124 森　田　智　也 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 栃　木 34歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ足利

125 小笠原　　　淳 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｺﾄ 東　京 33歳 178.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

男子ボディビル 80kg以下級

男子ボディビル 75kg以下級

男子ボディビル 70kg以下級
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3名（3位入賞） 

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

126 佐　藤　茂　男 ｻﾄｳ ｼｹﾞｵ 千　葉 48歳 169.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

127 立　野　智　宏 ﾀﾃﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福　岡 28歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

128 岡　田　英　樹 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岐　阜 39歳 178.0cm BMD-GYM

7名（6位入賞） 

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

129 榎　田　大　人 ｴﾉｷﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮　崎 22歳 172.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

130 井　上　    浩 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 大　阪 60歳 175.0cm ｿﾃｨｯｸﾍﾙｽｼﾞﾑ

131 神　田　優　作 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛　媛 40歳 179.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

132 石　村　重　雄 ｲｼﾑﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川 52歳 181.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

133 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

134 髙　橋　弘　光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 京　都 33歳 181.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

135 石　田　哲　也 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 兵　庫 31歳 183.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

2名（2位入賞） 

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

136 岸　田　勇　輝 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 36歳 185.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

137 川　畑　良　太 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 神奈川 40歳 188.0cm ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

男子ボディビル 85kg以下級

男子ボディビル 90kg以下級

男子ボディビル 90kg超級
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