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11名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

1 笠　原　孝　昭 ｶｻﾊﾗ ﾀｶｱｷ 群　馬 81歳 152.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ足利

2 平　野　芳　雄 ﾋﾗﾉ ﾖｼｵ 愛　知 83歳 154.0cm 名古屋ﾏｯｽﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

3 鵜　飼　    勝 ｳｶｲ ﾏｻﾙ 埼　玉 81歳 157.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

4 渡　辺　信　行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 山　口 85歳 158.0cm NABE･TL･GM

5 杉　尾　    忠 ｽｷﾞｵ ﾀﾀﾞｼ 香　川 81歳 160.0cm さぬきｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

6 金　澤　利　翼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｽｹ 広　島 85歳 160.0cm 広島ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

7 荒　川　正　雄 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｵ 東　京 85歳 162.0cm ｱﾆﾏﾙ浜口ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

8 井　上　義　信 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 大　阪 81歳 162.0cm ｿﾃｨｯｸｼﾞﾑ

9 世　古　満　美 ｾｺ ﾐﾂﾖｼ 三　重 82歳 163.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ四日市

10 斉　藤　忠　男 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 愛　媛 82歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜愛媛

11 吉　田　昌　弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 社会人 80歳 165.0cm 建昌ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

9名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

12 村　上　幸　一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 神奈川 79歳 156.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

13 竹　下　浩　一 ﾀｹｼﾀ ｺｳｲﾁ 長　崎 75歳 160.0cm ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

14 長　宗　五十夫 ﾅｶﾞﾑﾈ ｲｿｵ 兵　庫 75歳 162.0cm ｳｴﾙﾈｽ ﾕｳ

15 大　塚　尚　宏 ｵｵﾂｶ ﾅｵﾋﾛ 埼　玉 79歳 163.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

16 田　中　眞　彦 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾋｺ 愛　知 75歳 165.0cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

17 中　野　博　之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 大　阪 75歳 165.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

18 小　川　    智 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 北海道 79歳 167.0cm 小樽ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

19 榎　本　与　助 ｴﾉﾓﾄ ﾖｽｹ 神奈川 77歳 167.5cm ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

20 池　田　嘉　明 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｱｷ 北海道 75歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

9名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

21 菊　池　正　幸 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 宮　城 70歳 160.0cm ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞﾑ

22 鈴　木　桂一郎 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 東　京 71歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

23 三　部　    博 ﾐﾂﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川 73歳 162.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

24 高　橋　志　郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 愛　媛 72歳 163.5cm ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞNo.1

25 竹　内　春　夫 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｵ 福　岡 72歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多店

26 山　野　成　思 ﾔﾏﾉ ｾｲｼ 京　都 73歳 168.0cm ﾊﾟﾜｰﾏﾝｼﾞﾑ

27 辺　見　不二男 ﾍﾝﾐ ﾌｼﾞｵ 福　島 70歳 169.5cm 大谷ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

28 木　村　    優 ｷﾑﾗ ﾏｻﾙ 兵　庫 71歳 170.0cm ｳｴﾙﾈｽﾕｳ

29 銭　    安　武 ｾﾝ ﾔｽﾀｹ 大　阪 73歳 172.2cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

2022 第34回 日本マスターズ選手権大会　出場選手名簿
≪ 2022年8月28日（日）／北海道函館市民会館≫

男子ボディビル 80歳以上級

男子ボディビル 75歳以上級

男子ボディビル 70歳以上級
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18名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

30 日　髙　孝　和 ﾋﾀﾞｶ ﾀｶｶｽﾞ 愛　知 68歳 158.0cm ﾁｰﾑKﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

31 金　城　正　勝 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｶﾂ 沖　縄 69歳 159.0cm GINOWAN GYM

32 北　村　弘　行 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 兵　庫 68歳 160.0cm 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

33 今　野　光　輝 ｺﾝﾉ ｺｳｷ 宮　城 69歳 162.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET

34 坂　本　雅　己 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾐ 千　葉 68歳 162.0cm ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ

35 山　口　義　浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 愛　知 67歳 163.0cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

36 柴　田　紀　男 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 宮　城 69歳 164.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

37 濱　田　　　真 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛　知 66歳 166.2cm ﾁｰﾑKﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

38 宮　本　重　之 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾕｷ 石　川 68歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑV10野々市

39 小　柴　良　介 ｺｼﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 兵　庫 65歳 170.0cm MAX GYM

40 川　原　清　吾 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｺﾞ 大　阪 67歳 170.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

41 高　山　盟　松 ﾀｶﾔﾏ ﾒｲﾏﾂ 千　葉 66歳 172.5cm ﾋﾞｯｸﾍﾞｱｰｼﾞﾑ

42 泉　    昌　弘 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 大　阪 65歳 173.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

43 佐々木　　　功 ｻｻｷ ｲｻｵ 宮　城 67歳 173.5cm ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞﾑ

44 中　島　幸　忠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾀﾀﾞ 神奈川 68歳 175.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

45 斎　藤　    功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 神奈川 65歳 175.2cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

46 鈴　木　洋　一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 愛　知 65歳 177.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

47 島　村　淳　哉 ｼﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 愛　知 69歳 178.5cm 名古屋ﾏｯｽﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

16名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

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

49 木　下　利　之 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾕｷ 長　野 64歳 164.2cm ｱﾄﾗｽｱｽﾚﾁｯｸ

50 渡　辺　昌　彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 長　野 62歳 165.0cm 上田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

51 加　藤　    充 ｶﾄｳ ﾐﾂﾙ 社会人 62歳 165.0cm 加藤鍼灸治療院ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

52 石　澤　正　明 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岩　手 63歳 166.0cm ﾓﾘｵｶﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

53 内　藤　隆　之 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 山　梨 62歳 166.0cm 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

54 三　浦　正　昌 ﾐｳﾗ ﾏｻｱｷ 新　潟 63歳 167.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

55 細　江　俊　郎 ﾎｿｴ ﾄｼﾛｳ 愛　知 64歳 167.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田

56 柳　澤　伸　一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝｲﾁ 東　京 60歳 168.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

57 平　    昌　伸 ﾋﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 三　重 62歳 169.0cm 熊野ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

58 林　    勇　宇 ﾊﾔｼ ﾕｳｳ 東　京 61歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

59 松　田　玲　士 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 東　京 61歳 170.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

60 齊　藤　信　孝 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 東　京 60歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

61 角　田　信　朗 ｶｸﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 東　京 61歳 172.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

62 大　橋　勝　彦 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋｺ 宮　城 63歳 172.0cm 名取ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ

63 芝　原　茂　樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｹﾞｷ 徳　島 60歳 180.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

11名（6位入賞）

順位 No. 名  前 フリガナ 都道府県 年齢 身長 所属クラブ

64 鷲　巣　国　彦 ﾜｼｽﾞ ｸﾆﾋｺ 長　野 58歳 161.0cm 上田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

65 大　島　幸　生 ｵｵｼﾏ ﾕｷｵ 東　京 58歳 162.1cm ﾎﾞﾃﾞｨｿﾞｰﾝ

66 村　松　幸　大 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾋﾛ 埼　玉 56歳 163.5cm ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

67 上　原　    清 ｳｴﾊﾗ ｷﾖｼ 北海道 52歳 165.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

68 国　塚　清　久 ｸﾆﾂﾞｶ ｷﾖﾋｻ 神奈川 58歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

69 征　矢　洋　文 ｿﾔ ﾋﾛﾌﾐ 長　野 51歳 166.0cm MAP-J TRIBE

70 山　田　高　史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 愛　知 53歳 168.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田

71 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

72 宮　古　玲　憲 ﾐﾔｺ ｱｷﾉﾘ 青　森 51歳 168.0cm 宮古ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

73 多治見　聡　嗣 ﾀｼﾞﾐ ｻﾄｼ 愛　知 52歳 170.0cm 一宮ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

74 金　井　雅　樹 ｶﾅｲ ﾏｻｷ 大　阪 54歳 171.0cm ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞTRY

男子ボディビル 65歳以上級

男子ボディビル 60歳以上級

男子ボディビル 50歳以上 70kg以下級
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13名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

75 猿　山　直　史 ｻﾙﾔﾏ ﾅｵｼ 大　阪 58歳 168.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

76 松　本　泰　典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 東　京 55歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

77 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

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

79 野　村　政　盛 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾓﾘ 東　京 57歳 171.5cm FULL☆BLOWN

80 松　田　厚　生 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 宮　城 52歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

81 林　    圭　一 ﾊﾔｼ ｹｲｲﾁ 北海道 54歳 173.0cm ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

82 ASYABANI JAFAR ｱｼｬﾊﾞﾆ ｼﾞｬﾌｧﾙ 東　京 55歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ立川

83 内　田　    貴 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 東　京 50歳 174.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

84 村　山　    元 ﾑﾗﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 新　潟 53歳 175.5cm 新潟ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

85 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

86 笠　島　英　範 ｶｻｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東　京 59歳 178.5cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

87 山　嵜　成　知 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾘﾄﾓ 東　京 53歳 181.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

10名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

88 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

89 柴　田　克　伸 ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾉﾌﾞ 岩　手 47歳 165.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

90 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

91 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

92 江　端　健　治 ｴﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 北海道 43歳 166.6cm ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

93 西　村　靖　征 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 長　野 47歳 168.5cm leap training gym

94 馬　上　大　志 ﾊﾞｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｼ 東　京 47歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｪｽﾄ東京

95 武　道　敬　士 ﾌﾞﾄﾞｳ ﾕｷﾄ 熊　本 43歳 170.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ熊本上通店

96 日　下　泰　夫 ｸｻｶ ﾔｽｵ 石　川 48歳 176.0cm GOTCHA WELLNESS

97 中　山　翔　二 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 東　京 44歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

7名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

98 林　    智　砂 ﾊﾔｼ ﾁｻ 東　京 60歳 154.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

99 大　沢　寿美子 ｵｵｻﾜ ｽﾐｺ 群　馬 63歳 156.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

100 深　作　靖　子 ﾌｶｻｸ ﾔｽｺ 東　京 62歳 156.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

101 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

102 渡　部　みゆき ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 神奈川 60歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

103 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

104 川　上　由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 北海道 66歳 159.4cm ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

9名（6位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

105 鈴　木　裕　子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 東　京 56歳 154.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ

106 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

107 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

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

109 髙　橋　典　子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 東　京 55歳 159.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

110 吉　川　千　周 ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 兵　庫 54歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸

111 大　仲　寛　子 ｵｵﾅｶ ﾋﾛｺ 東　京 55歳 162.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

112 椛　沢　幸　子 ｶﾊﾞｻﾜ ｻﾁｺ 東　京 49歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

113 吉　原　万寸美 ﾖｼﾊﾗ ﾏｽﾐ 愛　知 58歳 163.0cm 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

1名（1位入賞）

順位 No. 名  前 ﾌ　ﾘ　ｶ　ﾞﾅ 都道府県 年齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

114 門　脇　由　夏 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｶ 北海道 41歳 157.7cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

女子フィジーク 40歳以上級

男子ボディビル 50歳以上 70kg超級

男子ボディビル 40歳以上級

女子フィジーク 60歳以上級

女子フィジーク 50歳以上級


