
2011年8月7日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上

１位 堤　　　 武　志 林　　　 圭　一 大　野　啓　司 池　田　嘉　明
２位 林　　　 圭　一 橋　本　克　法 小　川　　　 智
３位 岡　本　典　昌 山　上　哲　哉

４位 江　端　健　治

５位 小　玉　則　雄

６位 加　藤　　　 佳

2011年8月7日

2011年9月19日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ75才以上

１位 谷　村　紀　嗣 山　下　公　仁 伊　神　光　男 小　原　伸　夫 石　井　祺　久 佐　藤　満　義 藤　原　勤　也

２位 柴　橋　敏　明 後　藤　真　吾 遠　藤　　　 力 三　浦　孝　司 阿　部　好　法 津　田　哲　夫

３位 川　上　利　宏 江　口　　　 篤 遠　藤　　　 実

４位 川　上　政　貴 佐々木　    功

５位 鎌　田　　　 圭 金　田　光　司

６位 氏　家　貴　洋

順位 ボディフィットネス

１位 土　門　真理子

２位 阿　部　みゆき

３位 保　原　由　美

2011年8月28日

順位 男　子

１位 安　田　裕　之

２位 岡　田　真　次

３位 清　水　栄　来

４位 甫　坂　　　 肇

５位 白　坂　文　人

2011年9月11日

順位 男　子 マスターズ ニュースター

１位 齊　藤　　　 要 髙　橋　和　成 原　　　  寛　幸

２位 吉　田　忠　幸 安　部　　　 賢 大　金　広　幸

３位 吉 原　慎太郎 大　縄　賢　司 木　村　宣　弘

４位 原　　　 寛　幸 蒔　田　裕　紀

５位 堀　口　伸　夫 髙　橋　和　成

６位 木　村　宣　弘 大　金　章　浩

2011年7月17日

順位 男　子

１位 松　頭　　　 省

２位 田　川　栄　助

３位 鈴　木　啓　允

４位 小　西　　　 強

５位 遠　藤　利　浩

６位 萩　原　一　則

2011年8月7日

順位 男子総合 男子65kg級 男子70kg級 男子70kg超級 マスターズ

１位 髙　𣘺　康　弘 新　井　康　書 坂　本　純　宏 髙　𣘺　康　弘 中　村　哲　也

２位 坂　本　純　宏 高　橋　健　二 中　村　哲　也 田　中　琢　也 山　口　貞　幸

３位 山　上　   　登 関　   　寛　樹 髙　橋　祐　介 三　田　志　行 三　田　志　行

４位 新　井　康　書

５位 高　橋　賢　一

６位 高　橋　健　二

青森県ボディビル選手権

福島県ボディビル選手権

茨城県ボディビル選手権

群馬県ボディビル選手権

2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

北海道ボディビル選手権

宮城県ボディビル選手権

栃木県ボディビル選手権
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2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年7月3日

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

１位 松　村　和　典 松　村　和　典 榎　本　和　幸 守　谷　徳　久 宮　野　　　 隆 木 下　慎二郎

２位 宮　野　　　 隆 大　関　　　 淳 鈴　木　和　明 小　松　敏　浩 鳥　井　隆　司 久保田　達 也

３位 木 下　慎二郎 高　野　宏　一 浮　田　　　 剛 木　村　　　 卓 内　田　泰　之 高　橋　冬　樹

４位 榎　本　和　幸 高　橋　方　澄 武　藤　正　義 橋　本　俊　二

５位 大　関　　　 淳 岡　田　　　 勝 小　島　雅　寿

６位 鈴　木　和　明 江　原　良　尚

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ジュニア

１位 武　藤　正　義 岡　田　　　 勝 柴　崎　吉　識

２位 橋　本　俊　二 長谷川　　　功 木　村　　　 遼

３位 吉　田　晴　之 吉　川　信　男

2011年7月18日

順位 男子総合 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上

１位 関　口　貴　夫 丸　山　幹　夫 須　金　慶　紀 中　島　康　晴 関　口　貴　夫 内　山　剛　志 丸　山　幹　夫

２位 内　山　剛　志 吹　澤　　　 操 山 口　浩太郎 中　薹　明　人 中　村　貴　明 Nigel Callahan 山 口　浩太郎

３位 須　金　慶　紀 川　島　克　彦 熊　谷　寿　洋 関　川　正　芳 浅　野　有　信 渡　邉　信　義

４位 中　島　康　晴 坂　本　雅　己 仲　沼　利　明 渡　邉　信　義 高　橋　幸　男 河　合　冬　樹

５位 丸　山　幹　夫 能　重　　　 浩 河　合　冬　樹 金 澤　福太郎 花　井　康　之

６位 花　井　康　之 尾　関　　　 有

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 新　人 ミス健康美

１位 浅　野　有　信 上　田　誠　治 熊　谷　寿　洋 新　井　敬　子

２位 中　薹　明　人 古　藤　　　 覚 関　川　正　芳 齊　藤　良　子

３位 坂　本　雅　己 田　吹　俊　一 尾　関　　　 有 大　島　さち子

４位 押　川　　　 登 菅　原　信　昭 栗 原　佑太朗

５位 仲　沼　利　明

６位 越　川　宗　浩

2011年8月21日

順位 男　子 女　子 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子70kg超級 ジュニア

１位 兜　森　     剛 石　田　典　子 川　上　大　輔 古 谷　喜久雄 東　田　義　弘 山　田　雄　士 神　崎　吉　之

２位 原　     哲　矢 横　井　こずえ 高　橋　優　作 衛　藤　雄　一 中　嶋　貴　之 石　井　良　祐

３位 森　山　芳　久 竹　谷　英　樹 三　部　     博 石　渡　     真 田　附　大　典

４位 志　賀　英　介 清　水　研　一 フィゲロ カルロス 入内嶋　和 茂 指　村　哲　也

５位 萩　原　     悟 荒　木　敏　哉 蝦　名　     覚 斎　藤　     功 神　尾　真　一

６位 土　屋　みのる 大　内　信　一 松　田　裕　介 竹　島　     薫 山　口　浩　司

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ｵｰﾌﾟﾝ40才以下 ｵｰﾌﾟﾝ40才超 オープン女子

１位 竹　谷　英　樹 三　部　     博 古 谷　喜久雄 落　合　慶　平 ペンケ アンドレ 宮 下　真紀子

２位 荒　木　敏　哉 梅　崎　     聡 高　貝　壽　夫 深　井　     浩 内　藤　     浩 平　山　里　美

３位 枝　光　聖　人 清　水　研　一 時 盛　健太郎 高　岸　     督

４位 平　山　     勉 斎　藤　     功 羽 山　誠一郎 青　代　     等

５位 清　田　哲　也 立　石　章　次 加　治　康　武 宮　下　愛　彦

６位 川　本　哲　也 榮　木　照　明 三　輪　盛　行 佐　藤　     進

2011年8月28日

順位 男　子

１位 井　上　慶　太

２位 中　込　　　 修

３位 岡　田　良　一

４位 大　西　幸　康

５位 望　月　泰　城

６位 寺　本　　　 貴

埼玉県ボディビル選手権

山梨県ボディビル選手権

千葉県ボディビル選手権

神奈川県ボディビル選手権
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2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年8月7日

順位 男　子 女　子

１位 水　宅　孝　美 櫻　井　藤　子

２位 両　角　保　宏 福　島　千　佳

３位 足　立　国　大 丸 山　真由美

４位 宮　下　隆　史

５位 松　田　順　繁

６位 原　　　　　　剛

2011年8月21日

順位 男　子 マスターズ

１位 広　川　陽　一 黒　井　善　徳

２位 渡　部　健　一 渡　辺　博　昭

３位 小　林　秀　樹 野　口　　　 晃

４位 近　藤　潤　一 内　藤　久　一

５位 三　浦　正　昌

６位 石　黒　　　 創

2011年9月4日

順位 男　子 マスターズ 新　人

１位 森　田　志　朗 坂　田　洋　司 浜　谷　一　範

２位 上　野　博　生

３位 林 原　洋二郎

４位 永　井　康　造

５位 浜　谷　一　範

６位 坂　田　洋　司

2011年7月31日

順位 男　子 新　人

１位 橋　場　　　 悟 石　坂　恵　一

２位 岡　田　雄　介 田　中　幸　啓

３位 山　本　隆　善

４位 石　坂　恵　一

５位 石　見　義　則

６位 山　本　数　之

2011年7月31日

順位 男　子 女　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 新　人

１位 野　田　哲　也 白　川　初　美 山　本　一　弘 伊　藤　達　也

２位 川　上　竜　也 河　田　和　治 後　藤　優　太

３位 山　口　直　也 棚　瀬　賢　一

４位 香　田　英　一 角 田 マルコス

５位 小　野　　　 悟 平　井　和　重

６位 中　村　圭　二 林　　　 賢　二

2011年8月21日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 新　人

１位 山　口　　　 功 山　西　弘　起 澤　崎　泰　雄 遠　藤　勝　弥

２位 井　上　　　 博 前　島　勝　也 森　田　輝　夫 野　口　正　和

３位 榑　林　良　和 保　坂　　　 誠 森　　　 英　男 天　野　翔　太

４位 原　田　邦　弘 榎　本　隆　宣 久　保　恵　政 石　川　能　雅

５位 服 部　健太郎 吉　岡　　　 洋 田　中　正　秀 大　角　和　平

６位 池　田　佳　之 塚　本　　　 修 庄　田　次　郎 床　島　良　太

静岡県ボディビル選手権

富山県ボディビル選手権

岐阜県ボディビル選手権

石川県ボディビル選手権

新潟県ボディビル選手権

長野県ボディビル選手権
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2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年7月31日

順位 男　子 女　子 マスターズ ミス健康美

１位 桃　沢　裕　二 加　藤　文　子 工　藤　修　平 マルヤマ ダヌビア

２位 仲　村　和　展 山　田　純　子 小野田　　　寛 川　島　る　み

３位 斎　藤　直　樹 彦　坂　陽　子 西　川　勝　登 冨　田　や　よ

４位 馬　渕　裕　輔 落　合　聖　子 三　輪　信　之 水　野　文　江

５位 細　江　敏　郎 浅　野　晃　至 中　村　智　子

６位 長谷川　　　渉 奈良井　克 彦 大　家　恭　子

2011年7月3日

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子70kg超級 チャレンジクラス

１位 永　江　貴　裕 西　川　雅　也 長谷川　　　渉 斎　藤　直　樹 林　　　 宏　樹

２位 榑　林　　　 明 加　納　　　 勉 高　橋　真　治 山　本　貴　博 清　水　達　也

３位 齋　藤　真　司 西　川　勝　登 工　藤　修　平 平　山　善　勝 久保山　　　実

４位 大　平　　　 靖 彦　坂　篤　德 小野田　　　寛 平　野　貴　己 原　　　 正　勝

５位 木　戸　浩　信 北　中　基　伸 山　田　祐　輝 出　口　雅　浩 東　松　宏　典

６位 多治見　　　聡 水　野　博　之

2011年8月14日

順位 男　子 女　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 新　人

１位 椿　　　 幸　仁 中　西　さとみ 浅　野　廣　司 小　寺　康　広

２位 五十嵐　立 彦 田　岡　眞　美 諸　岡　　　 正 桂　山　豪　郎

３位 世古口　和 久 藪　本　京　子 中　村　新　也 仲　本　政　史

４位 鈴　木　寛　郎 佐　藤　　　 明 楠　本　崇　裕

５位 吉　岡　浩　介 間　井　伸　作

６位 川　口　拓　也

2011年8月28日

順位 男　子 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級 マスターズ50才 マスターズ60才

１位 北 川　景太朗 北 川　景太朗 鎌　田　善　弘 太　田　研　二 田　野　和　也 津　田　佳　明 山　野　成　思

２位 太　田　研　二 荒　牧　友　宏 梶　田　明　裕 岡　崎　和　也 竹　内　克　彦 内　田　信　夫

３位 鎌　田　善　弘 山　野　成　思 竹　内　克　彦 津　田　佳　明 大　井　哲　郎

４位 田　野　和　也

５位 荒　牧　友　宏

６位 岡　崎　和　也

2011年9月25日

順位 男　子 女　子

１位 岩 尾　雄一郎 松　村　京　子

２位 玉　井　正　宏

３位 佐　藤　弘　人

４位 松　岡　     啓

５位 井　上　博　樹

６位 田　中　良　一

７位 仲　本　智　治

８位 西 條　正太郎

９位 中　野　定　明

10位 竹　本　哲　也

11位 大　原　健　吾

12位 長谷川　　　武

大阪ボディビル選手権

愛知県クラス別ボディビル選手権

三重県ボディビル選手権

京都府ボディビル選手権

愛知県ボディビル選手権
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2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年6月19日

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級 ジュニア ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上

１位 井野川　基　知 道　田　泰　三 鎌　倉　　　 晋 玉　井　正　宏 松　岡　　　 啓 村　上　勝　英 道　田　泰　三

２位 椿　　　 正　範 坂　口　俊　司 吉　村　雅　成 竹　本　哲　也 井　上　博　樹 前　田　和　臣 吉　村　雅　成

３位 中　野　和　憲 杉　田　智　哉 佐　藤　　　 良 田　中　良　一 赤　木　卓　也 吉　本　　　 礼 田　中　義　法

４位 杉　本　直　也 原　　　 裕　幸 高　津　　　 諭 佐名木　宗 貴 ｽﾐｻﾞｰｽ ﾗｲｱﾝ 古　川　豪　輝 吉　村　泰　豪

５位 作　栄　賢　治 吉　田　倫　徳 桝　富　正　紀 大　原　健　吾 佐　原　　　 翼 重　田　博　之

６位 細　田　一　仁 村　上　勝　英 伊　藤　義　勝 西　村　拓　史 遠　藤　　　 亘

７位 岩　下　昌　也 中　野　博　之 上　田　晋　三 泉　　　 昌　弘 場　谷　繁　樹

８位 酒　井　　　 仁 田　中　義　法 横　内　祥　太 長谷川　　　武 宮　内　　　 徹

９位 場　谷　繁　樹 杉　村　征　也 昌　川　卓　也 松　原　繁　夫 岩　下　昌　也

10位 高　橋　稔　典 岸　野　晃　典 高　橋　周　作 兼　子　史　郎 吉　野　公　浩

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 新　人

１位 泉　　　 昌　弘 中　野　博　之 杉　田　智　哉

２位 妙瀬田　安 通 銭　　　 安　武 井野川　基 知

３位 上　田　晋　三 細　田　一　仁 村　上　勝　英

４位 宇治澤　亮 二 酒　井　　　 仁

５位 古　谷　武　彦 宮　越　康　裕

６位 秦　　　 興　司

2011年9月4日

2011年7月17日

順位 男　子 ｵｰﾌﾟﾝ･ﾏｽﾀｰｽﾞ

１位 片　岡　敏　徳 赤　木　淳　一

２位 藤　原　裕　輔 堀　内　浩　之

３位 宮　地　康　弘 愛　宕　秀　文

４位 松　井　哲　哉 岩　井　治　生

５位 藤　原　雅　巳

６位 松　枝　信　孝

2011年8月21日

順位 男　子 マスターズ 新人・ジュニア 呉

１位 太　治　憲　男 太　治　憲　男 江　田　賢　示 宮　本　近　生

２位 里　村　秀　幸 江　田　賢　示 松　隂　唯　之 里　村　秀　幸

３位 江　田　賢　示 溝　渕　晃　治 門　前　　　 薫

４位 山　本　　　 満 早　田　憲　法 藤　川　　　 稔

５位 松　隂　唯　之 林　　　 明　正 大　田　将　人

６位 今　田　　　 誠 川　西　　　 毅

2011年9月4日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 新　人

１位 神　原　克　彦 渡　辺　将　人 加　藤　大　志

２位 粟　屋　英　一 渡　辺　信　行

３位 上　田　恒　夫

４位 下　田　優　太

５位 佐　貫　　　 剛

６位 土　山　浩　史

2011年8月7日

2011年7月31日

山口県ボディビル選手権

岡山県ボディビル選手権

大阪クラス別ボディビル選手権

徳島県ボディビル選手権

香川県ボディビル選手権

広島県ボディビル選手権

兵庫県ボディビル選手権
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2011年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年9月4日

順位 男　子

１位 神　田　優　作

２位 平　田　　　 玲

３位 末　光　悦　志

４位 水　田　吉　優

５位 山　口　裕　史

６位 武　村　敬　介

2011年8月7日

順位 男　子 女　子 マスターズ ルーキーズ

１位 峠　田　卓　也 中　村　ひとみ 判　田　玲一郎 峠　田　卓　也

２位 川　村　　　 崇 音　丸　一　哉 三　苫　純　次

３位 今　村　孝　文 武　末　　　 修 音　丸　一　哉

４位 山　部　智　生

５位 松　岡　正　貴

６位 阿　部　正　則

順位 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 峠　田　卓　也 松　岡　正　貴 木　下　靖　年 丸　形　裕　一

２位 山　部　智　生 近　藤　　　 淳 長　瀬　　　 怜

３位 犬　束　貴　博

2011年9月11日

順位 男　子

１位 荒　巻　好　伸

２位 宮　崎　晴　年

３位 福　井　泰　成

４位 井　上　卓　哉

2011年6月26日

順位 男　子

１位 佐　藤　浩　慈

２位 永　田　満　之

３位 今　井　良　平

４位 管　崎　篤　史

５位 村　上　京　介

６位 川　口　　　 栄

2011年7月31日

2011年7月17日

2011年9月19日

順位 男　子

１位 真　原　早　登

２位 畠　中　洋　介

３位 植　田　兼　史

４位 西　田　哲　也

５位 田　口　　　 順

６位 悦　　　 成　介

2011年8月21日

福岡県ボディビル選手権

愛媛県ボディビル選手権

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。

大分県ボディビル選手権

長崎県ボディビル選手権

宮崎県ボディビル選手権

佐賀県ボディビル選手権

沖縄県ボディビル選手権

鹿児島県ボディビル選手権
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