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42名出場（表彰: 1位～12位）

順 位 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所属連盟 年 齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

1 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

2 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

3 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

4 西　村　公　行 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 熊　本 58歳 177.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通り熊本店

5 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

6 川　崎　一　輝 ｶﾜｻｷ ｶﾂﾞｷ 神奈川 34歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

7 木　澤　大　祐 ｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛　知 47歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ熱田

8 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

9 佐　藤　浩　慈 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 福　岡 44歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

10 加　藤　直　之 ｶﾄｳ ﾅｵﾕｷ 東　京 41歳 161.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

11 大　前　敦　志 ｵｵﾏｴ ｱﾂｼ 兵　庫 25歳 170.0cm ｳｪﾙﾈｽ･ﾕｳ

12 榎　田　大　人 ｴﾉｷﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮　崎 22歳 172.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

13 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

14 寺　地　進　一 ﾃﾗｼﾞ ｼﾝｲﾁ 東　京 47歳 165.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

15 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

16 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

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

18 林　    英　二 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ 長　野 55歳 171.5cm MTG(松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ)

19 難　波　文　義 ﾅﾝﾊﾞ ﾌﾐﾖｼ 三　重 67歳 169.0cm ﾃﾞﾋﾞﾙ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

20 田　代　    誠 ﾀｼﾛ ﾏｺﾄ 東　京 51歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

21 杉　中　一　輝 ｽｷﾞﾅｶ ｶｽﾞｷ 愛　知 23歳 158.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

22 荒　川　翔　哉 ｱﾗｶﾜ ｼｮｳﾔ 三　重 27歳 178.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑkenkodo

23 喜　納　穂　高 ｷﾅ ﾎﾀﾞｶ 東　京 27歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

24 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

25 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

26 木　村　征一郎 ｷﾑﾗ  ｾｲｲﾁﾛｳ 兵　庫 44歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸

27 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

28 須　江　正　尋 ｽｴ ﾏｻﾋﾛ 東　京 55歳 161.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

29 合　戸　孝　二 ｺﾞｳﾄﾞ ｺｳｼﾞ 静　岡 61歳 164.0cm ﾏｯｽﾙﾊｳｽGYM

30 金　澤　利　翼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｽｹ 広　島 86歳 160.0cm 広島ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

31 相　澤　隼　人 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 東　京 23歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

32 増　田　卓　也 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 大　阪 40歳 170.0cm ｿﾃｨｯｸﾍﾙｽｼﾞﾑ

33 五味原　　　領 ｺﾞﾐﾊﾗ ﾚｲ 東　京 25歳 169.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

34 須　山　翔太郎 ｽﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 東　京 41歳 171.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

35 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

36 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

37 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

38 神　田　優　作 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛　媛 41歳 180.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

39 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)

40 徳　田　克　彦 ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 静　岡 58歳 167.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｴﾘｱ

41 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

42 小　島　大　和 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 岐　阜 27歳 170.0cm STﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
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27名出場（表彰: 1位～12位）

順 位 No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 所属連盟 年 齢 身　長 所　属　ク　ラ　ブ

43 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

44 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

45 足　立　晃　子 ｱﾀﾞﾁ ｱｷｺ 東　京 54歳 156.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

46 髙　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

47 清　水　恵理子 ｼﾐｽﾞ ｴﾘｺ 東　京 58歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

48 沼　田　初　恵 ﾇﾏﾀ ﾊﾂｴ 神奈川 61歳 156.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

49 大久保　智　美 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾐ 東　京 30歳 153.5cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

50 佐　藤　英　己 ｻﾄｳ ｴﾐ 東　京 53歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

51 橋　木　明　子 ﾊｼﾎﾞｸ ｱｷｺ 東　京 57歳 143.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

52 佐　藤　奈々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 東　京 47歳 160.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

53 川　上　由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 北海道 66歳 158.3cm ｱｲｱﾝｼﾞﾑ

54 白　井　    香 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 大　阪 51歳 165.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ B&F

55 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

56 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

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

58 星　宮　有智子 ﾎｼﾐﾔ ｳﾁｺ 京　都 52歳 158.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

59 石　渡　美弥子 ｲｼﾜﾀ ﾐﾔｺ 東　京 55歳 157.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

60 春　日　千　春 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾙ 長　野 59歳 157.8cm MAP-J TRIBE

61 原　田　理　香 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｶ 広　島 47歳 167.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

62 大　倉　志満恵 ｵｵｸﾗ ｼﾏｴ 兵　庫 61歳 158.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

63 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

64 林　    文　歌 ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ 北海道 40歳 152.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

65 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

66 藤　原　彩　香 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔｶ 岡　山 27歳 154.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｼｬｲﾝ

67 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

68 松　尾　友喜子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ 京　都 54歳 151.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

69 加　藤　優　子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 愛　知 63歳 156.0cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
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