
15名出場（表彰: 1位～6位）
順 位 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年 齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

1 海江田　由美子 ｶｲｴﾀﾞ ﾕﾐｺ 神奈川 48歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川
2 長　島　雅　子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｺ 埼　玉 58歳 154.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ
3 安　田　千　秋 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 兵　庫 37歳 160.5cm MAX GYM
4 金　子　真紀子 ｶﾈｺ ﾏｷｺ 東　京 43歳 161.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京
5 篠　原　ゆかり ｼﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼　玉 44歳 158.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ
6 中　井　美　早 ﾅｶｲ ﾐｻ 東　京 33歳 163.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京
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 大　谷　美　咲 ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ 新　潟 35歳 157.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
9 渡　利　寛　子 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ 兵　庫 45歳 156.5cm MAX GYM
10 漆　島　美　紀 ｳﾙｼﾏ ﾐｷ 東　京 46歳 157.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京
11 井　上　詩　子 ｲﾉｳｴ ｳﾀｺ 沖　縄 48歳 158.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
12 吉　田　邦　子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾆｺ 東　京 62歳 156.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
13 田　村　美知世 ﾀﾑﾗ ﾐﾁﾖ 徳　島 50歳 164.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
14 澤　下　美　香 ｻﾜｼﾀ ﾐｶ 静　岡 39歳 148.0cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽgym
15 齋　藤　優　子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 栃　木 48歳 162.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

21名出場（表彰: 1位～6位）
順 位 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年 齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

16 橋　本　    智 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓ 福　岡 44歳 162.0cm ARIAKE GYM
17 関　根　秀　子 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｺ 東　京 51歳 153.0cm YANO'S GYM TOKYO
18 大　槻　晶　子 ｵｵﾂｷ ｱｷｺ 東　京 40歳 165.5cm YANO'S GYM TOKYO
19 山之内　瑛　美 ﾔﾏﾉｳﾁ ｴﾐ 神奈川 35歳 168.2cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
20 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
21 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
22 大工原　真　史 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏﾌﾐ 東　京 40歳 158.5cm FULL☆BLOWN
23 廣　中　れ　な ﾋﾛﾅｶ ﾚﾅ 兵　庫 32歳 166.2cm MAXGYM
24 長　瀬　陽　子 ﾅｶﾞｾ ﾖｳｺ 東　京 45歳 165.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
25 鈴　木　琴　子 ｽｽﾞｷ ｺﾄｺ 東　京 38歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
26 吉　嗣　奈津希 ﾖｼﾂｸﾞ ﾅﾂｷ 福　岡 46歳 159.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
27 国　田　海　月 ｸﾆﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 大　阪 23歳 151.1cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
28 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
29 藤　井　裕　子 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺ 東　京 46歳 165.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
30 ダンシー あずさ ﾀﾞﾝｼｰ ｱｽﾞｻ 東　京 32歳 160.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
31 澁　谷　美和子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾜｺ 神奈川 47歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川
32 中　山　桜　子 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗｺ 東　京 25歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
33 安　井　友　梨 ﾔｽｲ ﾕﾘ 愛　知 38歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山
34 小谷野　彩　香 ｺﾔﾉ ｱﾔｶ 東　京 30歳 156.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ
35 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
36 渡　邉　美　月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 兵　庫 36歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸

14名出場（表彰: 1位～6位）
順 位 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年 齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

37 岸　本　啓　勝 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｶﾂ 東　京 55歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
38 岡　田　実　成 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ 愛　知 44歳 180.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田
39 松　原　大　貴 ﾏﾂﾊﾗ ﾋﾛｷ 東　京 28歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ
40 穴　見　一　佐 ｱﾅﾐ ｶｽﾞｻ 東　京 25歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京
41 加　藤　昌　平 ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 47歳 167.0cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
42 木　村　拳　太 ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ 神奈川 26歳 166.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
43 外　間　博　也 ﾎｶﾏ ﾋﾛﾔ 沖　縄 33歳 175.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
44 伊　吹　主　税 ｲﾌﾞｷ ﾁｶﾗ 大　阪 31歳 173.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
45 田　村　宜　丈 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｹ 東　京 50歳 168.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
46 八　木　佑　樹 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 静　岡 39歳 174.5cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
47 直　野　賀　優 ﾅｵﾉ ﾖｼﾏｻ 千　葉 31歳 182.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
48 渡　辺　和　也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 東　京 24歳 177.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ代々木上原
49 上　松　康一郎 ｳｴﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 東　京 27歳 172.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録
50 長　澤　秀　樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 東　京 32歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京
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