
２００６年５月 シンガポール ３位 大　澤　直　子 １位 三　國　智　子

２００６年６月 台湾／台北 ３位 下　田　雅　人 １位 秋 山　加津美

２００６年９月 ベトナム／ ２位 内　藤　隆　之

２００６年10月 日本／大阪 １位 津　田　　　 宏 ２位 村　松　幸　大 ２位 下　田　雅　人 １位 木　澤　大　祐

２００６年９月 スペイン／サンタスサナ 出場 西　本　朱　希

２００６年９月 スペイン／サンタスサナ 出場 望　月　朋　子

２００６年９月 スペイン／サンタスサナ 出場 三　國　智　子

２００６年10月 チェコ／オストラバ 15位 今　中　直　博

４位 奥　村　武　司 ９位 小　沼　敏　雄 12位 片　川　　　 淳 ３位 難　波　文　義

８位 廣　田　ゆ　み

２００６年12月 　　カタール／ドーハ ３位 近　藤　賢　司 10位 須　江　正　尋 ２位 谷　野　義　弘 11位 相　川　浩　一

男子50才級

女子35才級

第59回 世界男子ボディビル選手権 男子80kg級

第26回 世界ﾏｽﾀｰｽﾞ・ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権 男子40才70kg級

２００６年11月 イタリア／アグリジェント

男子40才80kg級 男子40才80kg級

男子80kg超級第5回 日韓親善ボディビル選手権 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級

第19回 アジアボディビル選手権 男子マスターズ45才級

２００６年 国際ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

第2回 東アジアボディビル選手権

第1回 シンガポール招待ボディビル選手権 女子52kg級

男子85kg級 女子57kg級

ミスフィットネス

第5回 世界ボディフィットネス選手権 168cm級

第24回 世界女子ボディビル選手権 57kg級

第11回 世界ミスフィットネス選手権 164cm級

男子80kg級男子70kg級アジア競技大会 男子75kg級
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2006年7月30日(日) 東京都江戸川区

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級

１位 小久保　一 美（東　京） 津　田　     宏（東　京） 近　藤　賢　司（東　京） 須　江　正　尋（東　京） 相　川　浩　一（東　京）

２位 重　岡　寿　典（山　口） 前　川　武　宣（山　梨） 村　松　幸　大（埼　玉） 合　戸　孝　二（静　岡） 谷　野　義　弘（東　京）

３位 仲宗根　義 則（沖　縄） 赤　澤　範　昭（広　島） 奥　村　武　司（大　阪） 片　川　     淳（山　口） 尾　崎　昭　仁（新　潟）

４位 宮　木　孝　寿（愛　知） 溝　口　隆　広（静　岡） 廣　田　俊　彦（愛　知） 征　矢　洋　文（長　野） 松 尾　隆太郎（東　京）

５位 北　村　弘　行（兵　庫） 佐　藤　貴　規（東　京） 増　田　和　典（香　川） 谷　澤　一　矢(神奈川） 内　藤　隆　之（山　梨）

６位 清　水　嘉　春（長　野） 加　藤　直　之（千　葉） 小　森　修　一（福　岡） 小　田　敏　郎（愛　知） 山　田　賴　一（静　岡）

順位 男子85kg級 男子90kg級 男子90kg超級 女子46kg級 女子49kg級

１位 今　中　直　博（大　阪） 木　澤　大　介（愛　知） 井　上　     浩（大　阪） 大　澤　直　子（東　京） 恵　良　律　子（東　京）

２位 下　田　雅　人（千　葉） 長　沼　弘　修（東　京） 大　坪　二　郎（東　京） 大　林　令　子（宮　城） 谷　     佳　世（東　京）

３位 佐々木　　　晋（東　京） 西　田　哲　之（愛　知） 辻　     紀　子（三　重） 丹　羽　裕　子（京　都）

４位 金　子　芳　宏(神奈川） 中　澤　智　之（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 高　橋　美　津（東　京）

５位 加　瀬　幸　男（東　京） 大 倉　志満恵（大　阪）

６位 堀　江　雅　貴（東　京） 松　村　京　子（大　阪）

順位 女子52kg級 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級

１位 今　村　直　子（大　阪） 秋 山　加津美（大　阪） 廣　田　 ゆ　み（愛　知） 西　本　朱　希（東　京）

２位 足　立　晃　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 若　林　佳　子(神奈川）

３位 天　童　あゆみ（東　京） 古　幡　幸　子（長　野） 近　藤　賢　司（70kg級）

４位 坂　本　涼　子（愛　知） 須　江　正　尋（70kg級）

５位 髙 松　眞里子（東　京） 谷　野　義　弘（75kg級）

６位 市　原　恵　江（東　京） 相　川　浩　一（80kg級）

2006年8月6日(日) 埼玉県志木市

順位 男子の部 女子の部

１位 片　川　　　 淳（山　口） 大　澤　直　子（東　京）

２位 村　松　幸　大（埼　玉） 佐々木　亜 紀（愛　知）

３位 金　子　芳　宏(神奈川） 足　立　晃　子（東　京）

４位 山　田　賴　一（静　岡） 今　村　潤　子（大　阪）

５位 田　所　勇　二（茨　城） 坂　本　涼　子（愛　知）

６位 中　武　克　雄（大　阪） 大　林　令　子（宮　城）

７位 辻　　　 善　衛（三　重） 市　原　恵　江（東　京）

８位 尾　崎　昭　仁（新　潟） 辻　　　 紀　子（三　重）

９位 小　島　良　司（埼　玉） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

10位 小　田　敏　郎（愛　知） 佐 藤　美由紀（東　京）

11位 財　前　友　律（福　岡） 北　川　み　ほ（東　京）

12位 高　木　　　 昇(神奈川） 児 島　多賀子（大　阪）

2006年9月2日(土) 東京都品川区

順位 女子新人 ボディフィットネス ミス21健康美158cm級 ミス21健康美158cm超級

１位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 三　國　智　子（静　岡） 成　岡　はるみ（千　葉） 千　守　由　紀（大　阪）

２位 坂　本　涼　子（愛　知） 中　村　静　香（宮　城） 中曽根　麻 里（東　京） 安　藤　淑　子（愛　知）

３位 清 水　恵理子（東　京） 望　月　朋　子（静　岡） 小　林　静　香（埼　玉） 関　口　　　 泉（東　京）

４位 宮　田　友　紀（埼　玉） 菊　池　智　子（兵　庫） 伊　藤　志　江（愛　知） バートン 由 樹(神奈川）

５位 若　林　佳　子(神奈川） 森　　　 弘　子(神奈川） 関　口　　　 愛（東　京） 荒　木　順　子（佐　賀）

６位 中　村　あけみ（東　京） 渡　部　しのぶ（千　葉） 野　倉　智　子（愛　知）

７位 荻　野　昌　子（東　京） 田　守　桃　子（京　都） 稲　葉　清　美（東　京）

８位 田 口　貴代子(神奈川）

2006年9月3日(日) 栃木県宇都宮市

順位 160cm級 160cm超級

１位 望　月　朋　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡）

２位 菊　池　智　子（大　阪） 山　下　由　美（宮　城）

３位 田　守　桃　子（大　阪）

４位 丹　羽　裕　子（京　都）

５位 千　守　由　起（大　阪）

６位 岸　田　　　 恵（京　都）

日本クラス別ボディビル選手権大会

日本女子新人・ボディフィットネス・ミス２１健康美大会

オールジャパン・ミスフィットネス選手権大会

200６年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①

ジヤパン・オープン／ミックスド・ペア選手権大会
ミックスド・ペア

アジア大会代表
JOC最終申請選手

丹　羽　裕　子 / 佐　竹　次　郎（京都/大阪）

小　池　かおり / 小　池　俊　光（東　京）

小　林　静　香 / 山　田　洋　平（東　京）
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2006年9月24日(日) 東京都江戸川区

順位 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才70kg級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才80kg級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才80kg超級 男子マスターズ50才級 男子マスターズ60才級

１位 村　松　幸　大（埼　玉） 片　川　　　 淳（山　口） 小　沼　敏　雄（東　京） 難　波　文　義（三　重） 井　原　     茂(社会人）

２位 奥　村　武　司（大　阪） 内　藤　隆　之（山　梨） 伊　藤　秀　一（東　京） 片　岡　俊　和（岡　山） 飯　富　幸　夫（東　京）

３位 小久保　一 美（東　京） 小　島　良　司（埼　玉） 亀　山　芳　信（岡　山） 土　屋　透　冶（東　京）

４位 廣　田　俊　彦（愛　知） 大　橋　勝　彦（宮　城） 今　村　拓　夫(鹿児島） 小　野　公　男（群　馬）

５位 下　地　武　光（沖　縄） 天　童　曹　耀（東　京） 石　川　栄　一（宮　城） 神　原　健　二（東　京）

６位 中　西　健　一（三　重） 渋　谷　浩　樹(神奈川） 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才級 島　袋　正　和（沖　縄） 石　井　祺　久（宮　城）

７位 国　塚　清　久(神奈川） 茂　木　正　夫(社会人） ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ １位 和　田　信　雄（新　潟） 荒　木　健　治（東　京）

８位 成　田　晴　夫（千　葉） 小　柴　良　介（兵　庫） 片　川　　　 淳（山　口） 髙　野　常　清（茨　城） 海老名　　　昇（青　森）

９位 丹　羽　真　一（愛　知） 筒　井　光　広(神奈川） 岡　本　正　信(神奈川）

10位 久保田　宏 之（静　岡） 北　村　弘　行(社会人）

11位 下　田　　　 昇（愛　知）

12位 松　澤　嘉　孝（長　野）

順位 男子マスターズ65才級 男子マスターズ70才級 女子マスターズ35才級 女子マスターズ45才級 ジュニア

１位 木　村　博　男(社会人） 登　坂　     勉（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 廣　田　 ゆ　み（愛　知） 清　水　契　輔（東　京）

２位 知　名　定　勝（沖　縄） 金　澤　利　翼（広　島） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 杉　井　ますみ（東　京） 川　俣　憲　司（佐　賀）

３位 阿野田　英 生（三　重） 小　林　二　郎（東　京） 市　原　恵　江（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 國　井　裕　平（宮　城）

４位 森　山　年　章（兵　庫） 小斉平　　　豊(鹿児島） 宮　田　友　紀（埼　玉） 髙 松　眞里子（東　京） 福　島　勇　輝（静　岡）

５位 荒　川　正　雄（東　京） 藤　原　勤　也（宮　城） 清 水　恵理子（東　京） 大　林　令　子（宮　城） 田　口　知　明（宮　城）

６位 井　上　義　信（大　阪） 日　高　弘　憲（三　重） 菅 原　佳代子（青　森） 岡　田　勝　成（埼　玉）

７位 渡　辺　信　行（山　口） 津　田　哲　夫（宮　城） 岡　内　和　子（東　京） 小　島　直　太（埼　玉）

８位 小笠原　正 幸（山　梨） 田　吹　俊　一（千　葉） 木　島　洋　子（千　葉） 鈴　木　大　貴（愛　知）

９位 阿　部　好　法（宮　城） 青　山　昭　二（東　京） 鍛　治　郁　美（富　山） 福　井　     豊（大　阪）

10位 鳥　飼　克　己（福　岡） 古　谷　礼　子（東　京） 高　瀬　恵　介（愛　知）

11位 佐　藤　純　吾（福　島）

12位 松　岡　     諒（東　京）

2006年9月24日(日) 東京都江戸川区

１位 國　井　裕　平（宮　城）

２位 岡　田　勝　成（埼　玉）

３位 小　島　直　太（埼　玉）

４位 鈴　木　大　貴（愛　知）

５位 高　瀬　恵　介（愛　知）

６位 佐　藤　純　吾（福　島）

７位 松　岡　　   諒（東　京）

８位 田　代　直　紀(神奈川）

９位 窪　塚　   　佑（千　葉）

10位 加　藤　大　喜（山　形）

11位 中　津　考　雅（栃　木）

12位 岡　本　一　成（埼　玉）

2006年10月1日(日) 大阪市

順位 男子の部 女子の部

１位 谷　野　義　弘（東　京） 西　本　朱　希（東　京）

２位 合　戸　孝　二（静　岡） 今　村　直　子（大　阪）

３位 須　江　正　尋（東　京） 大　澤　直　子（東　京）

４位 今　中　直　博（大　阪） 恵　良　律　子（東　京）

５位 相　川　浩　一（東　京） 秋 山　加津美（大　阪）

６位 木　澤　大　祐（愛　知） 今　村　潤　子（大　阪）

７位 近　藤　賢　司（東　京） 足　立　晃　子（東　京）

８位 下　田　雅　人（千　葉） 天　童　あゆみ（東　京）

９位 井　上　     浩（大　阪） 坂　本　涼　子（愛　知）

10位 津　田　     宏（東　京） 児 島　多賀子（大　阪）

11位 鈴　木　     雅（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京）

12位 村　松　幸　大（埼　玉） 水　野　浩　美（東　京）

日本マスターズ＆ジニア選手権大会

全国高等学校ボディビル選手権大会

200６年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

日本ボディビル選手権大会
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2006年9月3日(日) 栃木県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 森　田　英　夫（埼　玉） 児 玉　賢太郎（長　野） 内　田　幸　二（東　京） 井　出　武　志（東　京） 田　沢　春　男（東　京）

２位 猪　股　広　和（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 水　越　正　則（栃　木） 高　木　　　 昇(神奈川） 天　童　曹　耀（東　京）

３位 土　屋　隆　一（東　京） 堀　　　 一　裕（東　京） 豊　島　　　 悟（茨　城） 北　嶋　利　明（東　京） 大　橋　勝　彦（宮　城）

４位 金　子　俊　文（栃　木） 竹　田　正　明（東　京） 尾　形　雄　一（茨　城） 谷　澤　一　矢(神奈川） 梶　山　秀　行（茨　城）

５位 山　澤　真　二（群　馬） 成　田　晴　夫（千　葉） 和　泉　悠　太（東　京） 赤　川　宏　徳（岩　手）

６位 齋　藤　義　則（東　京） 篠　端　直　人（埼　玉） 高　橋　浩　二（埼　玉） 丹　治　正　悟（福　島）

７位 今　村　　　 敬（宮　城） 柳　沢　伸　一（東　京） ｶﾞﾃﾞｨｱｰﾆﾌｧﾙﾊｯﾄﾞ（栃木）

８位 高　橋　秀　典(神奈川） 高　萩　　　 純（福　島） 平　崎　雅　俊（東　京）

順位 女子50kg級 女子50kg超級 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子オーバーオール

１位 湯　澤　寿　枝（栃　木） 天　童　あゆみ（東　京） 天　童　曹　耀（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 井　出　武　志（東　京）

２位 北　川　み　ほ（東　京） 清　水　恵理子（東　京） 渋　谷　浩　樹(神奈川） 松　澤　嘉　孝（長　野） 田　沢　春　男（東　京）

３位 佐 藤　美由紀（東　京） 井　上　鎮　子(神奈川） 柳　沢　伸　一（東　京） 土　屋　みのる(神奈川） 内　田　幸　二（東　京）

４位 髙 松　眞里子（東　京） 坂　口　英　人(神奈川） 篠　原　信　良（東　京） 児 玉　賢太郎（長　野）

５位 北　嶋　茂　男（茨　城） 森　田　英　夫（埼　玉）

６位 中 村　美千雄（埼　玉）

７位 金　子　俊　文（栃　木）

８位 森　山　芳　久(神奈川）

順位 女子オーバーオール
１位 天　童　あゆみ（東　京）
２位 湯　澤　寿　枝（栃　木）
３位 清 水　恵理子（東　京）
４位 北　川　み　ほ（東　京）

2006年8月27日(日) 青森県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 川　村　正　美（宮　城） 菅 原　佳代子（青　森） 小　玉　則　雄(北海道） 辺 見　不二男（福　島） 石　川　禮　二(北海道）

２位 岩　谷　　　 徹（宮　城） 高　橋　秀　之（宮　城） 菅　原　瑞　廣（青　森） 石　井　祺　久（宮　城）

３位 丹　治　正　吾（福　島） 石　澤　正　明（岩　手） 佐々木　　　功（宮　城） 計　良　勝　利(北海道）

４位 高　萩　　　 純（福　島）

５位 田　村　忠　士(北海道）

６位 葛　西　孝　志（青　森）

７位 滝　口　孝　司（秋　田）

８位 小　玉　則　雄(北海道）

順位 男子マスターズ65才 男子マスターズ70才

１位 阿　部　好　法（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城）

２位 津　田　哲　夫（宮　城）

2006年7月16日(日) 千葉県ボディビル連盟

順位 ミスター ミ　ズ 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 ジュニア

１位 内　田　幸　二（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京） 天　童　曹　耀（東　京） 森　田　英　夫（埼　玉） 窪　塚　　　 佑（千　葉）

２位 井　出　武　志（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 伊　藤　秀　一（東　京） 木　村　博　男（東　京） 天　野　翔　太（千　葉）

３位 小　林　広　一（千　葉） 市　原　恵　江（東　京） 北　嶋　茂　男（茨　城） 村　松　伸　市（埼　玉）

４位 齋　藤　尚　久（栃　木） 木　島　洋　子（千　葉） 小　林　幸　治（東　京） 星　野　　　 孝（東　京）

５位 谷　澤　一　矢(神奈川） 谷　　　 佳　世（東　京） 筒　井　光　広(神奈川） 下田平　道 治(神奈川）

６位 梶　山　秀　行（茨　城） 石　崎　秋　津（千　葉） 国　塚　清　久(神奈川） 根　岸　　　 浩（群　馬）

７位 高　木　　　 昇(神奈川） 山　本　一　郎（埼　玉）

８位 篠　端　直　人（埼　玉） 森　山　芳　久(神奈川）

９位 田　沢　春　男（東　京）

10位 長　沼　弘　修（東　京）

２００６年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①

関東ボディビル選手権大会

東北・北海道ボディビル選手権大会

東日本オープンボディビル選手権大会
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2006年7月16日(日) 茨城県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 後　藤　　　 充（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京） 齋　藤　尚　久（栃　木） 松　本　美　彦（東　京） 長　田　洋　一（東　京）

２位 渡　辺　忠　慶（東　京） 堀　　　 一　裕（東　京） 桑　原　晴　彦(神奈川） ﾇｰﾘ･ﾅﾐﾆ･ﾀﾞﾎﾞｯﾄ（茨　城） 天　童　曹　耀（東　京）

３位 山　田　豊　範(神奈川） 宮　浦　力　男(神奈川） 北　嶋　茂　男（茨　城） 高　橋　浩　二（埼　玉） 保　條　英　夫（東　京）

４位 菊　地　　　 賢（東　京） 池　田　正　史（千　葉） 實　方　博　士（千　葉）

５位 ｼｱﾙ･ﾊﾐﾄﾞ･ﾚｻﾞｰ（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 樋　爪　克　好（東　京）

６位 百　瀬　良　一（東　京） 笠　原　　　 司(神奈川）

７位 和　田　知　克(神奈川）

８位 西　脇　裕　紀（埼　玉）

順位 女子50kg級 女子50kg超級

１位 松　井　博　子（東　京） 石　崎　秋　津（千　葉）

２位 中曽根　麻 里（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

３位 山　崎　智　香（東　京）

2006年7月30日(日)

順位 男子の部 女子の部 ボディフィットネス

１位 郷　    直　樹 恵　良　律　子 森　    弘　子

２位 小久保　一　美 天　童　あゆみ 渡　部　しのぶ

３位 加　瀬　幸　雄 佐　藤　美由紀 佐　藤　恵　美

４位 松　田　朋　也 北　川　み　ほ 篠　原　美　貴

５位 井　出　武　志 髙　松　眞里子 國府方　　　郁

６位 内　田　幸　二 市　原　恵　江 青　木　恭　子

７位 中　澤　智　之 久　野　礼　子 成　岡　はるみ

８位 佐　藤　貴　規 関　口　    泉

９位 松　本　美　彦 小　林　静　香

10位 花　島　正　志

11位 長　沼　弘　修

12位 三　谷　和　彦

2006年7月9日(日)

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 小　山　祥　仁 佐　藤　貴　規 山　本　    純 松　本　美　彦 中　澤　智　之

２位 鈴　木　理　克 猪　又　広　和 柳　沢　伸　一 山　田　幸　浩 杉　山　伸　一

３位 須　貝　誠　志 井　上　博　紀 堀　    一　裕 三　谷　和　彦 西　川　正　洋

４位 土　屋　隆　一 小　林　幸　治 井　上　芳　雅 和　泉　悠　太 平　崎　雅　俊

５位 後　藤　    充 竹　田　正　明 佐々木　禄　介 樋　爪　克　好 伊　藤　秀　一

６位 山　川　忠　弘 眞　田　    宝 土　屋　透　治 清　水　契　輔 雨　宮　    稔

７位 柏　倉　充　佳 菊　池　    賢 篠　原　信　良 佐々木　仁　史

８位 佐　藤　雅　明 香　月　洋　輔 石　井　    努 西　川　典　宏

９位 星　野　    孝 岡　本　政　夫 百　瀬　良　一 椿　    幸　仁

10位 ｼｱﾙ ﾊﾐﾄ ﾚｻﾞｰ 武　地　宏　樹 菅　野　史　隆

11位 内　藤　清　志 佐　野　謙一郎

12位 小　池　俊　光

順位 女子46kg 女子46kg超 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 佐　藤　美由紀 清　水　恵理子 林　    勇　宇 篠　原　信　良 木　村　博　男

２位 久　野　礼　子 古　谷　礼　子 柳　沢　伸　一 星　野　    孝 吉　田　邦　夫

３位 谷　    佳　世 高　橋　美　津 小　山　祥　仁 山　川　利　博 小　林　二　郎
４位 中曽根　麻　里 田　後　由美子 小　林　幸　治 渡　辺　時　次 荒　川　正　雄
５位 荻　野　昌　子 山　崎　智　香 伊　藤　秀　一 小　野　秀　昭 荒　木　健　治

６位 荻　沼　清　美 武　地　宏　樹 立　川　和　巳 青　山　昭　二

７位 土　屋　透　治

８位 眞　田　    宝

９位 岡　本　政　夫

10位 吉　田　賀　一

順位 ジュニア

１位 清　水　契　輔

２位 中　島　    健

東京クラス別ボディビル選手権大会

東京ボディビル選手権大会

２００６年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

関東クラス別ボディビル選手権大会

- 5 - JBBF 2007/9/8



2006年5月7日(日)

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 佐　藤　雅　明 岡　崎　信　一 原　武　章　博 椿　　　幸　仁 吉　田　卓　郎

２位 真　鍋　宏　光 川　口　秀　和 藍　川　恵　太 堀　井　由　人 秋　葉　朋　宏

３位 福　田　健　人 阿　部　直　樹 武　地　宏　樹 松　尾　泰　宏 和　泉　悠　太

４位 鈴　木　理　克 ｼｱﾙ ﾊﾐﾄ ﾚｻﾞｰ 中　村　貴　裕 六　車　　　修 篠　原　英　夫

５位 渡　辺　忠　慶 飯　田　知　明 石　井　　　努 三　浦　広　和 堀　内　　　誠

６位 関　野　浩　二 藤　谷　伸　幸 福　永　　　崇 山　田　洋　平

７位 藤　原　篤　憲 磯　村　威　暢 斉　藤　正　敏 澤　田　寿　夫

８位 小　菅　健　一 藤　本　和　吉 白　井　一　一

９位 高　田　大　介

10位 井　上　象　司

11位 木　下　雄　二

12位 小　川　恒　司

順位 女子の部 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才 女子マスターズ35才

１位 久　野　礼　子 六　車　　　修 山　川　利　博 荒　木　健　治 佐　藤　尚　子

２位 村　松　由味子 武　地　宏　樹 坂　戸　秀　吉 青　山　昭　二 荻　野　昌　子

３位 佐　藤　尚　子 齋　藤　　　敦 柴　田　成　人

４位 鈴　木　康　夫 ケリー ブルース

５位 手　島　　　敬

６位 吉　田　賀　一

７位 藤　本　和　吉

８位 田　島　信　之

９位 新　井　隆　徳

10位 奥　山　賢　一

2006年8月27日(日) 岡山県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 ジュニア

１位 奥　村　武　司（大　阪） 今　村　直　子（大　阪） 高　瀬　恵　介（愛　知）

２位 赤　澤　範　昭（広　島） 辻　　　 紀　子（三　重） 鈴　木　大　貴（愛　知）

３位 中　武　克　雄（大　阪） 今　村　潤　子（大　阪）

４位 小　田　敏　郎（愛　知） 勝　　　 あゆみ（三　重）

５位 片　岡　俊　和（岡　山）

６位 竹　村　敦　司（愛　知）

７位 芝　原　茂　樹（徳　島）

８位 森　　　 正　樹（京　都）

９位 辻　　　 善　衛（三　重）

10位 江　口　浩　之（大　阪）

11位 増　田　和　典（香　川）

12位 長　田　哲　也（鳥　取）

2006年9月3日(日) 静岡県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 西　田　哲　之（愛　知） 山野内　里 子（愛　知） 若　林　滋　人（三　重） 飯　田　善　紀 阿野田　英 生（三　重）

２位 井　上　裕　章（静　岡） 田　岡　眞　美（三　重） 小野田　　　寛（愛　知） 下　田　　　 昇（愛　知） 岩　下　良　彦（三　重）

３位 溝　口　隆　広（静　岡） 谷　　　　さゆり（愛　知） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 島　村　淳　哉（愛　知） 磯　部　克　夫（静　岡）

４位 小　田　敏　郎（愛　知） 河　原　春　海（静　岡） 成 田　新太郎（静　岡） 安　良　忠　司（愛　知）

５位 田　代　　　 圭（愛　知） 彦　坂　篤　徳（愛　知） 山　村　豪　誉（岐　阜）

６位 武　田　　　 正（静　岡） 前　島　勝　也（静　岡） 久　保　恵　政（静　岡）

７位 竹　村　敦　司（愛　知）

８位 辻　　　 善　衛（三　重）

９位 神　野　裕　二（愛　知）

10位 竹　中　　　 孝（岐　阜）

11位 細　江　俊　郎（静　岡）

12位 徳　田　克　彦（静　岡）

東京オープンボディビル選手権大会

西日本ボディビル選手権大会

東海ボディビル選手権大会

２００６年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　③
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2006年9月10日(日) 京都府ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 猿　山　直　史（大　阪） 児 島　多賀子（大　阪） 横　田　一　彦（兵　庫） 佐　竹　次　郎（大　阪） 東海林　　　徹（兵　庫）

２位 森　　　 正　樹（京　都） 小　川　昌　江（大　阪） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 入　江　正　義（大　阪） 森　山　年　章（兵　庫）

３位 榊　原　貴　裕（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪） 吉　川　博　次（大　阪） 田　中　作　司（京　都） 井　上　義　信（大　阪）

４位 川　嶋　孝　之（京　都） 妙瀬田　安 通（大　阪）

５位 清　永　真　也（大　阪） 瀧　口　祐　作(和歌山）

６位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 百　々　勝　志（兵　庫）

７位 三　宅　泰　門（兵　庫）

８位 北　村　弘　行（兵　庫）

９位 渡　辺　浩　光（兵　庫）

10位 井　上　博　樹（大　阪）

2006年9月3日(日) 兵庫県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 正　木　靖　彦（大　阪） 松　田　栄　一（大　阪） 川　嶋　孝　之（京　都） 酒　井　隆　典（大　阪） 辻　田　　　 勲（大　阪）

２位 川　辺　　　 仁（大　阪） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 鹿　田　博　義（大　阪） 中　野　定　明（大　阪） 渡　辺　浩　光（兵　庫）

３位 東海林　　　徹（兵　庫） 福　久　元　氣（兵　庫） 片　浦　英　則（兵　庫） 大　原　健　吾（大　阪） 福　武　敬　造（兵　庫）

４位 田　中　満　昭（兵　庫） 吉　川　博　次（大　阪） 高　橋　周　作（大　阪） 横　田　一　彦（兵　庫）

５位 田 中　英次郎（大　阪） 小　原　　　 章（大　阪） 吉　村　泰　豪（大　阪）

６位 坂　本　　　 浩（大　阪）

７位 堀　尾　直　太（大　阪）

2006年8月27日(日) 大阪ボディビル連盟

順位 164cm以下 164cm超

１位 吉　岡　みどり（京　都） 中　林　優　子（大　阪）

２位 田　守　桃　子（大　阪）

３位 千　守　由　紀（大　阪）

４位 土　居　恵　理（大　阪）

2006年8月27日(日) 岡山県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 オーバーオール

１位 木　村　和　昭（岡　山） 重　岡　寿　典（山　口） 亀　山　芳　信（岡　山） 増　田　和　典（香　川） 亀　山　芳　信（岡　山）

２位 中　浜　貴　昌（広　島） 大　坂　圭　一（徳　島） 木　村　善　幸（岡　山） 中　山　　　 勇（鳥　取） 増　田　和　典（香　川）

３位 春　藤　敏　文（徳　島） 渡　辺　紀　之（鳥　取） 平　松　一　也（岡　山） 荒　木　和　将（岡　山） 木　村　善　幸（岡　山）

４位 神　崎　省　光（岡　山） 米　田　彰　弘（鳥　取） 安　藤　孝　幸（岡　山） 川　岡　和　文（広　島）

５位 平　田　　　 玲（香　川） 重　田　雅　冶（山　口）

2006年7月2日(日) 鳥取県ボディビル連盟

順位 男　子

１位 中　山　保　世（鳥　取）

２位 井　畑　　　 忠（鳥　取）

３位 細　田　伸　司（鳥　取）

４位 井　上　　　 理（鳥　取）

５位 谷 口　健一郎（鳥　取）

６位 谷　口　誠　二（鳥　取）

７位 高　尾　恭　吾（鳥　取）

８位 溝　口　大　生（鳥　取）

９位 宮　川　雅　寿（鳥　取）

10位 遠　藤　克　志（鳥　取）

オール関西ボディフィットネス選手権大会

ミスター山陰ボディビル選手権大会

２００６年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　④

関西クラス別ボディビル選手権大会

関西ボディビル選手権大会

中国・四国ボディビル選手権大会
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2006年8月20日(日) 愛媛県ボディビル連盟

順位 男　子 男子マスターズ

１位 山　本　　　 睦（愛　媛） 平　田　　　 玲（香　川）

２位 田　村　茂　男（愛　媛） 越　智　　　 久（愛　媛）

３位 春　藤　敏　文（徳　島）

４位 西　井　優　明（香　川）

５位 八ツ橋　俊　一（愛　媛）

６位 長　野　省　二（愛　媛）

７位 平　田　　　 玲（香　川）

８位 新　居　大　輔（香　川）

９位 市　原　康　仁（徳　島）

10位 前　田　英　孝（愛　媛）

2006年9月17日(日) 福岡県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 安　倍　　　 保（大　分） 石　田　　　 正（大　分） 今　村　孝　文（福　岡） 播　磨　　　 修（福　岡） 宮　本　浩　次（大　分）

２位 杉　内　忠　久（福　岡） 榎　本　隆　司（大　分） 伊  藤  一  洋（福　岡） 川  村　　　 崇（福　岡） 新　藤　健　次（熊　本）

３位 上　田　裕　司（福　岡） 犬  束  貴  博（福　岡） 寄　川　和　彦（沖　縄） 福　地　　　 剛(鹿児島） 尼　崎　陽　一（長　崎）

４位 大  田  隆  一（長　崎） 福　岡　達　也（宮　崎） 永　田　満　之（長　崎） 江　口　広　宣（福　岡） 松　岡　羊　輔（熊　本）

５位 田　中　瑞　穂（福　岡） 平　尾　康　文（福　岡） 藤　瀬　充　徳(鹿児島） 福　岡　正　男（福　岡） 篠  田　　　 理（福　岡）

６位 川　畑　直　也(鹿児島） 新　原　早　登(鹿児島） 新　井　竹　彦（長　崎） 富　高　厚　利（福　岡） 佐々木  智 之（大　分）

順位 女　子 ミス健康美

１位 石 川  美穂子（福　岡） 荒　木　順　子（佐　賀）

２位 戸　上　志　乃（福　岡）

３位 吉　田　恵　子（福　岡）

４位 杉　内　京　子（福　岡）

2006年9月2日(土)

順位 男子一般 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 武　田　　　正 小　林　幸　治 井　原　　　茂 登　坂　　　勉

２位 長　田　洋　一 木　村　善　幸 松　山　　　茂 木　村　博　男

３位 進　藤　大　靖 久保田　宏　之 渡　辺　　　登 東海林　　　徹

４位 小　林　幸　治 工　藤　修　平 加　藤　正　行 吉　田　昌　弘

５位 高　垣　　　徹 長　島　毅　彦 西　谷　　　泉

６位 木　村　善　幸

７位 茂　木　正　夫

日本社会人ボディビル選手権大会

四国ボディビル選手権大会

九州ボディビル選手権大会

２００６年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　⑤

- 8 - JBBF 2007/9/8



2006年8月27日 2006年8月6日
順位 男　子 順位 男　子
１位 菅　原　瑞　廣 １位 石　澤　正　明
２位 佐　藤　公　一 ２位 堀　内　繁　喜
３位 林　　　 照　秋 ３位 畠　山　知　規

2006年8月13日
順位 男　子 ジュニア マスターズ40才 マスターズ60才 マスターズ65才 マスターズ70才
１位 川　村　正　美 尾　形　遼　太 柴　橋　敏　明 石　井　祺　久 阿　部　好　法 藤　原　勤　也
２位 石　川　栄　一 田　口　知　明 高　橋　秀　之 菊　地　清　志 津　田　哲　夫
３位 大　沼　浩　之 疋　田　晃　典 鈴　木　浩　行 河原田　　　成

2006年8月27日 2006年7月23日
順位 男　子 新　人 順位 男　子
１位 内　海　新　悟 内　海　新　悟 １位 佐　藤　尚　孝
２位 佐　藤　　　 平 堀　　　 重　之 ２位 丹　治　正　悟
３位 三　浦　秀　孝 加　藤　　　 論 ３位 高　萩　　　 純

2006年7月2日 2006年9月3日
順位 男　子 ジュニア 順位 男　子
１位 ﾇｰﾘ･ﾅﾐﾆ･ﾀﾞﾎﾞｯﾄ 清　水　延　年 １位 大　野　敦　久
２位 吉　田　忠　幸 慶　野　哲　雄 ２位 ｶﾞﾃﾞｨｱｰﾆ ﾌｧﾙﾊｯﾄﾞ

３位 尾　形　雄　一 立　川　勇　三 ３位 箕　輪　浩　昭

2006年8月6日
順位 総　合 男子65kg級 男子70kg級 男子マスターズ
１位 山　澤　真　二 長　島　昌　彦 山　澤　真　二 川　嵜　正　弘
２位 岡　田　憲　人 佐　口　　　 昇 青　山　武　司 髙　畑　勝　史
３位 金　子　利　弘 川　嵜　正　弘 赤　塚　宏　史 笠　原　孝　昭

2006年8月6日
順位 総　合 男子60kg級 男子65kg級 男子75kg級 男子75kg超級 マスターズ40才
１位 森　田　英　夫 岡　田　　　 勝 森　田　英　夫 山　口　　　 裕 中 村　美千雄 中 村　美千雄
２位 中 村　美千雄 小　林　裕　之 平 野　輝利人 山　本　一　郎 内　田　泰　之 山　本　一　郎
３位 新　井　清　忠 井　上　　　 隼 北　　　 浩　幸 岡　田　　　 勝
順位 マスターズ50才
１位 森　田　英　夫
２位 吉　川　信　男
３位 井　上　　　 力

2006年7月16日
順位 ミスター ミ　ズ マスターズ40才 マスターズ60才 ジュニア 新　人
１位 池　田　正　史 木　島　洋　子 内　山　剛　志 田　吹　俊　一 窪　塚　　　 佑 須　金　慶　紀
２位 小　島　正　裕 石　崎　秋　津 小　島　正　裕 天　野　翔　太 ﾅｲｼﾞｪﾙ ｷｬﾗﾊﾝ
３位 花　岡　信　明 中　臺　明　人 平　野　克　尚 小　泉　洋　司

2006年8月27日
順位 男　子
１位 内　藤　隆　之
２位 前　川　武　宣
３位 岡　田　良　一

2006年8月6日
順位 男　子 女　子 マスターズ
１位 島　田　容　源 古　幡　幸　子 大　竹　正　彦
２位 水　宅　孝　美 櫻　井　藤　子 井　出　貴　久
３位 原　　　　　 剛 野　澤　茂　雄

2006年8月20日 2006年9月10日
順位 男　子 マスターズ 新　人 順位 男　子 女子の部 マスターズ
１位 有　野　直　樹 阿　部　功　栄 ミチン マキシム １位 高　林　啓　一 武　田　弥　生 村　上　雅　彦
２位 西　谷　芳　春 黒　井　義　徳 青　山　　　 貴 ２位 志　村　一　也
３位 佐　野　宏　次 伊　藤　勝　英 東海林　育 樹 ３位 大　江　久　教

山梨県ボディビル選手権大会

マスターズ50才

臼　田　次　夫
阿　部　清　夫

富山県ボディビル選手権大会

200６年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①

群馬県ボディビル選手権大会
男子70kg超級
岡　田　憲　人

金　子　利　弘

田　中　琢　也

茨城県ボディビル選手権大会

岩手県ボディビル選手権大会

埼玉県ボディビル選手権大会
男子70kg級

新潟県ボディビル選手権大会

長野県ボディビル選手権大会
新　人

池　田　大　助

千葉県ボディビル選手権大会

小　林　　　 悟

金　田　光　司

福島県ボディビル選手権大会

飯　島　秀　徳
宮　野　　　 隆

青森県ボディビル選手権大会

宮城県ボディビル選手権大会

栃木県ボディビル選手権大会

秋田県ボディビル選手権大会

マスターズ50才

遠　藤　　　 力
佐々木　　　功

山　下　泰　幸
伊　藤　　　 隆
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2006年7月31日 2006年9月3日
順位 男　子 順位 男　子 マスターズ 新　人
１位 新　保　政　信 １位 武　田　　　 正 村　松　弘　敏 小笠原　祐 介
２位 上　田　明　寛 ２位 和　田　信　彦 磯　部　克　夫 森　本　希　望
３位 小　松　大　祐 ３位 矢　崎　丹　堂 前　島　勝　也 佐々木　英 志

2006年8月6日
順位 男　子 女　子 マスターズ40才 新　人
１位 江　間　真　司 浅　見　昌　代 ネルソン 中 田 松　山　哲　也
２位 山　本　一　弘 橋　口　　　 敦
３位 石 原　徳太郎 加　藤　圭　介

2006年8月6日
順位 男　子 女　子 青　年
１位 本　浄　昭　浩 山野内　里 子 山　本　貴　博
２位 神　野　裕　二 佐　原　みゆき 濱　田　　　 真
３位 桃　沢　裕　二 谷　　　 さゆり 浦　上　孝　之

2006年7月2日
順位 男子65kg級 男子70kg級 男子70kg超級
１位 宮　木　孝　寿 神　野　裕　二 桃　沢　裕　二
２位 真　田　陽　一 本　浄　昭　浩 後　藤　永　治
３位 下　田　　　 昇 多治見　聡 嗣 出　口　雅　浩

2006年8月13日
順位 男　子 女　子 マスターズ50才 新　人
１位 越　仮　正　敏 藤　脇　陽　子 間　井　伸　作 鈴　木　寛　郎
２位 高　岸　豊　治 蔵　枡　悦　隆
３位 若　林　滋　人 中　村　亮　介

2006年9月10日
順位 男　子 男子65kg級 男子70kg級 マスターズ40才 マスターズ50才
１位 見　並　秋　帆 立　川　　　 知 見　並　秋　帆 立　川　　　 知 田　中　作　司
２位 立　川　　　 知 荒　牧　友　宏 菱　田　基　春 竹　内　克　彦 広　瀬　秀　隆
３位 田　野　和　也 内　藤　大　輔 竹　内　克　彦 今　井　　　 毅 金　川　　　 昇

2006年8月27日
順位 ミスター ミ　ス マスターズ40才 マスターズ60才
１位 猿　山　直　史 秋 山　加津美 原　　　 浩　幸 井　上　義　信
２位 榊　原　貴　裕 小　川　昌　江 泉　　　 昌　弘 寺　本　　　 修
３位 仲　本　智　治 大 倉　志満恵 吉　川　博　次
４位 中　野　定　明 松　村　京　子 吉　村　泰　豪
５位 辻　田　　　 勲 妙瀬田　安 通
６位 大　原　健　吾 渡　部　貞　彦

2006年6月11日
順位 フライ級 バンタム級 ライト級 ライトヘビー級
１位 川　辺　　　 仁 松　田　栄　一 長谷川　　　武 酒　井　隆　典
２位 田 中　栄次郎 枡　富　正　紀 井　上　博　樹 土　居　英　樹
３位 日　下　哲　也 正　木　靖　彦 横　谷　茂　雄 土　橋　幸　生
３位 原　　　 裕　幸 小　原　　　 章
４位 村　上　　　 明 辻　田　　　 勲
５位 金　澤　　　 博 山　口　貴　臣 高　橋　周　作 田 原　信一郎
６位 山　中　　　 剛 渡　部　貞　彦 鹿　田　博　義 義　田　貴　伺
順位 ジュニア 新　人 ミスフィットネス
１位 福　井　　　 豊 坂　本　　　 浩 千　守　由　起
２位 佐　原　　　 翼 山　口　貴　臣 岸　田　　　 恵
３位 金　　　 聖　学 日　下　哲　也 土　居　恵　理
４位 岡　本　悠　輔 立　石　修　平
５位 小　川　　　 仁 金　澤　　　 博
６位 榎　木　佑　輔 田　川　栄　助

溝　口　　　 貢

猿　山　直　史

大阪クラス別ボディビル選手権大会
ミドル級

静岡県ボディビル選手権大会

中　畑　俊　郎

三重県ボディビル選手権大会
マスターズ60才

愛知県ボディビル選手権大会

マスターズ50才

山　村　豪　誉

岩　下　良　彦

200６年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

日　高　弘　憲

大　原　健　吾

加　藤　　　 穣

林　　　 正　典

宮　越　康　裕
中　野　博　之

石川県ボディビル選手権大会

岐阜県ボディビル選手権大会

大阪ボディビル選手権大会
マスターズ50才

泉　　　 正　志

京都府ボディビル選手権大会
男子75kg超級

田　野　和　也
仲　川　春　彦
仲　田　孝　弘

坂　本　　　 浩

愛知県クラス別ボディビル選手権大会
新　人

山　本　貴　博
松　永　永　治

泉　　　 昌　弘
秦　　　 興　司
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2006年9月3日
順位 総　合 男子60kg級 男子65kg級 男子75kg級 男子75kg超級 マスターズ40才
１位 駿　河　亨　典 大　島　英　樹 大　森　穂　高 富　永　和　良 駿　河　亨　典 横　田　一　彦
２位 岩　尾　佳　毅 岩　井　保　之 坂　下　健　吾 百　々　勝　志 大久保　直 樹 浜　西　省　三
３位 真　嶋　康　史 浜　西　省　三 森　山　年　章 竹　本　昌　史 田　中　信　久
順位 マスターズ50才 マスターズ60才
１位 酒　井　　　 仁 森　山　年　章
２位 石　塚　　　 修 増　井　昭　夫
３位 石　川　摂　夫 西　山　嘉　一

2006年8月26日
順位 男　子
１位 荒　木　和　将
２位 安　藤　孝　幸
３位 神　崎　省　光

2006年9月10日
順位 総　合 フライ級 バンタム級 マスターズ 新　人
１位 中　浜　貴　昌 中　浜　貴　昌 古　田　清　次 宮　迫　伸　芳 田　中　　　 永
２位 廣　山　克　己 田　中　　　 永 佐々木清一郎 山　手　勝　信 三　宅　優　貴
３位 古　田　清　次 松　枝　信　孝 芝　勢　暁　人 野　間　秀　彦 神　辺　生　馬

2006年8月6日
順位 男子の部 マスターズ40才 マスターズ60才
１位 重　田　雅　治 木　村　伸　一 渡　辺　信　行
２位 神　原　克　彦
３位 新　谷　次　男

2006年7月23日 2006年8月20日
順位 男　子 マスターズ 新　人 順位 男　子
１位 山　尾　進　也 久　保　精　一 粟飯原　　　良 １位 田　村　茂　男
２位 春　藤　敏　文 枝　川　　　 誉 ２位 長　野　省　二
３位 東　條　聡　平 岡　野　　　 誠 ３位 八ツ橋　俊　一

2006年8月6日
順位 男子の部 女子の部 ジュニア ルーキーズ
１位 五　嶋　弘　美 戸　上　志　乃 鬼　木　謙　吾 野　口　雄　一
２位 小　森　修　一 石 川　美穂子 大　坪　佑　也 姜　　　 憲　求
３位 播　磨　　　 修 深 町　眞由美 藤　井　　　 建 土　田　圭　二

2006年9月3日 2006年8月6日
順位 男子の部 順位 男子の部
１位 原　口　真　一 １位 尼　崎　陽　一
２位 田　村　博　幸 ２位 永　田　満　之
３位 服　部　健　史 ３位 新　井　竹　彦

広島県ボディビル選手権大会
ライト級

廣　山　克　己

岡山県ボディビル選手権大会

兵庫県ボディビル選手権大会

江　頭　義　信

この入賞者一覧表は、ＪＢＢＦ事務局または審査委員会に報告のあっ
た大会のみを掲載しております。

大会の審査結果は、大会終了後１ヵ月以内に審査委員会に報告する
ことになっておりますので、未報告の連盟は早急に報告して下さい。

真　嶋　康　史
田　中　信　久

坂　　　 剛　典

徳島県ボディビル選手権大会 愛媛県ボディビル選手権大会

山口県ボディビル選手権大会
新人の部

粟　屋　英　一

マスターズ

佐賀県ボディビル選手権大会

高　宮　久　生
江　口　広　宣
平　尾　康　文

長崎県ボディビル選手権大会

200６年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　③

伊勢野　耕 一

福岡県ボディビル選手権大会

男子70kg級
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