
（青字はダブルエントリー）

〔12名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 木　村　和　昭 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 岡　山 50才 151cm 55kg 26年 ｴｲﾌﾞﾙ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

2 古　志　啓　司 ｺｼ ｹｲｼﾞ 東　京 30才 157cm 54kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

3 藤　原　健　一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 宮　城 45才 158cm 55kg 25年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

4 溝　口　隆　広 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 静　岡 45才 159cm 55kg 20年 M&Fｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

5 平　田　　　玲 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 愛　媛 57才 160cm 55kg 37年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 新居浜愛媛

6 坂　本　信　一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 神奈川 58才 160cm 55kg 20年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 湘南神奈川

7 内　藤　　　浩 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川 47才 160cm 53kg 17年 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚

8 阿　部　一　仁 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 東　京 34才 160cm 55kg 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

9 北　村　弘　行 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 社会人 60才 160cm 55kg 33年 尼崎市立難波小学校ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

10 川　上　利　宏 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 宮　城 51才 162cm 55kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

11 松　下　俊　将 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾏｻ 大　阪 45才 164cm 55kg 6年 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

12 髙　嶋　　　学 ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 東　京 42才 165cm 54kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京
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13 犬　束　貴　博 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 福　岡 43才 155cm 60kg 21年 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ ｸﾞﾗｯﾁｬ

14 小　森　康　裕 ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 富　山 53才 156cm 60kg 13年 ﾊﾟﾜｰﾏﾝ ｼﾞﾑ

15 川　辺　　　仁 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾄｼ 大　阪 42才 158cm 58kg 17年 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

16 岩　尾　佳　毅 ｲﾜｵ ﾖｼﾀｶ 兵　庫 42才 159cm 60kg 24年 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

17 重　岡　寿　典 ｼｹﾞｵｶ ﾋｻﾉﾘ 広　島 39才 160cm 58kg 19年 ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ ｼﾞﾑ

18 川　上　大　輔 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 東　京 30才 160cm 58kg 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

19 津　田　　　宏 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 東　京 48才 160cm 60kg 26年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ

20 中　西　健　一 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁ 三　重 51才 162cm 60kg 22年 鈴鹿ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

21 加　納　　　勉 ｶﾉｳ ﾂﾄﾑ 愛　知 45才 162cm 60kg 23年 ｴｸｻｲｽﾞ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

22 田　中　義　法 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 大　阪 49才 163cm 60kg 6年 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾗｲ

23 今　村　　　敬 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 宮　城 43才 163cm 60kg 29年 ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ

24 川　上　政　貴 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 宮　城 44才 164cm 60kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

25 徳　田　克　彦 ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 静　岡 51才 167cm 60kg 33年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｴﾘｱ
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26 佐　貫　　　剛 ｻﾇｷ ｺﾞｳ 山　口 35才 160cm 65kg 8年 Team焔神

27 伊　藤　一　洋 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 福　岡 45才 161cm 65kg 20年 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ ｸﾞﾗｯﾁｬ

28 豊　島　　　悟 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄﾙ 東　京 41才 161cm 65kg 21年 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

29 山　下　顕　司 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 愛　知 35才 162cm 65kg 10年 ﾏｯｸ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

30 浅　野　喜久男 ｱｻﾉ ｷｸｵ 愛　知 44才 163cm 65kg 29年 ﾏｯｸ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

31 石　井　輝　男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 東　京 45才 163cm 62kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

32 佐　藤　貴　規 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 東　京 35才 163cm 65kg 14年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

33 大　庭　範　久 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾋｻ 福　岡 46才 164cm 63kg 21年 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ ｵｰｽﾞ

34 金　澤　利　翼 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｽｹ 広　島 78才 165cm 64kg 58年 広島ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

35 福　田　伸　也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 東　京 35才 165cm 65kg 15年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

36 藤　島　宏　章 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東　京 62才 165cm 65kg 43年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

37 小　林　計　成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛　知 45才 166cm 65kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

38 内　野　　　充 ｳﾁﾉ ﾐﾂﾙ 東　京 34才 166cm 65kg 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

39 坂　口　俊　司 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 大　阪 47才 173cm 65kg 28年 Plus One
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40 道　田　泰　三 ﾐﾁﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ 大　阪 53才 160cm 68kg 17年 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS

41 重　田　雅　治 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾊﾙ 山　口 40才 162cm 68kg 16年 ｳｪﾙﾈｽ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

42 原　武　章　博 ﾊﾗﾀｹ ｱｷﾋﾛ 福　岡 38才 165cm 69kg 15年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 博多福岡

43 国　塚　清　久 ｸﾆﾂﾞｶ ｷﾖﾋｻ 神奈川 50才 168cm 68kg 16年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

44 福　嶋　亮　太 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳﾀ 宮　城 27才 168cm 68kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

45 柳　沢　伸　一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝｲﾁ 東　京 53才 168cm 68kg 19年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京

46 片　川　　　淳 ｶﾀｶﾜ ｼﾞｭﾝ 山　口 57才 171cm 70kg 17年 Team焔神

47 森　内　至　夫 ﾓﾘｳﾁ ﾕｷｵ 大　阪 49才 173cm 70kg 25年 Plus One

〔11名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

48 山　口　　　裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 埼　玉 33才 165cm 74kg 11年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

49 小　野　善　行 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 東　京 34才 167cm 75kg 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

50 征　矢　洋　文 ｿﾔ ﾋﾛﾌﾐ 長　野 43才 167cm 73kg 21年 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

51 佐　藤　大　作 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 鹿児島 39才 168cm 74kg 27年 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ MAX

52 岩　谷　　　徹 ｲﾜﾔ ﾄｵﾙ 宮　城 33才 168cm 71kg 13年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

53 仲　泊　兼　也 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ﾄﾓﾔ 沖　縄 42才 169cm 72kg 13年 久場ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

54 猿　山　直　史 ｻﾙﾔﾏ ﾅｵｼ 大　阪 50才 169cm 73kg 28年 ZIPｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

55 椿　　　幸　仁 ﾂﾊﾞｷ ﾕｷﾋﾄ 三　重 44才 170cm 72kg 21年 SUDO'S GYM

56 谷　澤　一　矢 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 神奈川 43才 171cm 73kg 16年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

57 橋　本　治　樹 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 大　阪 45才 171cm 75kg 20年 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

58 山　田　和　章 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 滋　賀 31才 177cm 74kg 14年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 栗東滋賀
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59 小　田　敏　郎 ｵﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 愛　知 40才 166cm 79kg 11年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

60 髙　梨　圭　祐 ﾀｶﾅｼ ｹｲｽｹ 東　京 42才 166cm 78kg 22年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

61 原　田　正　行 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東　京 53才 169cm 77kg 20年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

62 小　松　慎　吾 ｺﾏﾂ ｼﾝｺﾞ 長　野 29才 169cm 76kg 11年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ ﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ

63 須　山　翔太郎 ｽﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 東　京 33才 172cm 79kg 18年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

〔4名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

64 相　川　浩　一 ｱｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 東　京 44才 169cm 83kg 25年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ

65 木　澤　大　祐 ｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛　知 40才 170cm 82kg 23年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

66 金　子　芳　宏 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 神奈川 42才 172cm 82kg 24年 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

67 東　　　孝　宗 ﾋｶﾞｼ ﾀｶﾑﾈ 愛　知 34才 174cm 81kg 15年 ﾏｯｸ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
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68 田　中　裕　也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 栃　木 33才 169cm 87kg 12年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ足利

69 井　上　　　浩 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 大　阪 52才 175cm 86kg 34年 ｿﾃｨｯｸ ﾍﾙｽ ｼﾞﾑ

70 田　口　俊　介 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東　京 48才 180cm 86kg 28年 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

71 五十嵐　樹　生 ｲｶﾞﾗｼ ｼｹﾞﾅﾘ 富　山 38才 183cm 87kg 3年 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場
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72 越　仮　正　敏 ｺｼｶﾘ ﾏｻﾄｼ 愛　知 44才 178cm 91kg 28年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

≪日本クラス別 男子ボディビル ９０kg超級≫

≪日本クラス別 男子ボディビル ７５kg以下級≫

≪日本クラス別 男子ボディビル ８０kg以下級≫

≪日本クラス別 男子ボディビル ８５kg以下級≫

≪日本クラス別 男子ボディビル ９０kg以下級≫
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73 藤　原　健　一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 宮　城 45才 158cm 55kg 25年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

74 宮　原　時　彦 ﾐﾔﾊﾗ ﾄｷﾋｺ 静　岡 47才 159cm 55kg 8年 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾊﾟｻｰｼﾞｭ

75 須　藤　高　峰 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾈ 神奈川 50才 160cm 58kg 29年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 厚木神奈川

76 平　田　　　玲 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 愛　媛 57才 160cm 55kg 37年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 新居浜愛媛

77 重　岡　寿　典 ｼｹﾞｵｶ ﾋｻﾉﾘ 広　島 39才 160cm 58kg 19年 ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ ｼﾞﾑ

78 坂　本　信　一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 神奈川 58才 160cm 55kg 20年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 湘南神奈川

79 内　藤　　　浩 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川 47才 160cm 53kg 17年 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ平塚

80 北　村　弘　行 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 社会人 60才 160cm 55kg 33年 尼崎市立難波小学校ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

81 石　川　栄　一 ｲｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 宮　城 59才 161cm 57kg 34年 ISHIKAWAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

82 川　上　利　宏 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 宮　城 51才 162cm 55kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

83 中　西　健　一 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁ 三　重 51才 162cm 60kg 22年 鈴鹿ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

84 加　納　　　勉 ｶﾉｳ ﾂﾄﾑ 愛　知 45才 162cm 60kg 23年 ｴｸｻｲｽﾞ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

〔8名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

85 竹　村　敦　司 ﾀｹﾑﾗ ｱﾂｼ 愛　知 52才 162cm 61kg 17年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

86 吉　田　秀　一 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 富　山 55才 163cm 62kg 35年 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

87 今　村　　　敬 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 宮　城 43才 163cm 60kg 29年 ﾏｯｽﾙｼﾞﾑ

88 石　井　輝　男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 東　京 45才 163cm 62kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

89 田　中　義　法 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 大　阪 49才 163cm 60kg 6年 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾗｲ

90 大　庭　範　久 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾋｻ 福　岡 46才 164cm 63kg 21年 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ ｵｰｽﾞ

91 松　下　俊　将 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾏｻ 大　阪 45才 164cm 55kg 6年 ﾏｸﾞﾅﾑ ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

92 川　上　政　貴 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 宮　城 44才 164cm 60kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

〔10名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

93 小　林　計　成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛　知 45才 166cm 65kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

94 内　野　　　充 ｳﾁﾉ ﾐﾂﾙ 東　京 34才 166cm 65kg 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

95 田　代　　　圭 ﾀｼﾛ ｹｲ 社会人 47才 166cm 65kg 25年 名古屋市役所ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

96 鎌　田　　　優 ｶﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 東　京 37才 167cm 67kg 16年 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

97 和　田　信　彦 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 静　岡 42才 167cm 66kg 15年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 御殿場静岡

98 赤　坂　　　順 ｱｶｻｶ ｼﾞｭﾝ 神奈川 49才 167cm 66kg 11年 ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

99 徳　田　克　彦 ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 静　岡 51才 167cm 60kg 33年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｴﾘｱ

100 国　塚　清　久 ｸﾆﾂﾞｶ ｷﾖﾋｻ 神奈川 50才 168cm 68kg 16年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

101 柳　沢　伸　一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝｲﾁ 東　京 53才 168cm 68kg 19年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京

102 福　嶋　亮　太 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳﾀ 宮　城 27才 168cm 68kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

〔4名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

103 椿　　　幸　仁 ﾂﾊﾞｷ ﾕｷﾋﾄ 三　重 44才 170cm 72kg 21年 SUDO'S GYM

104 井　上　裕　章 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 静　岡 42才 171cm 72kg 18年 Body Planner Rabbitcho

105 片　川　　　淳 ｶﾀｶﾜ ｼﾞｭﾝ 山　口 57才 171cm 70kg 17年 Team焔神

106 谷　澤　一　矢 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 神奈川 43才 171cm 73kg 16年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

〔7名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

107 水　宅　孝　美 ﾐｽﾞﾔ ﾀｶﾐ 長　野 52才 172cm 70kg 22年 松本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

108 坂　口　俊　司 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 大　阪 47才 173cm 65kg 28年 Plus One

109 服　部　健太郎 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 静　岡 41才 173cm 68kg 11年 Body Planner Rabbitcho

110 森　内　至　夫 ﾓﾘｳﾁ ﾕｷｵ 大　阪 49才 173cm 70kg 25年 Plus One

111 長　田　洋　一 ｵｻﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 社会人 48才 174cm 78kg 18年 ㈱長田工務店ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

112 及　川　隆　寿 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾄｼ 岩　手 26才 175cm 79kg 6年 ﾓﾘｵｶ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

113 竹　内　大　生 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 鳥　取 24才 175cm 70kg 7年 T'S GYM

≪日本クラシックボディビル １６５cm以下級≫（身長-１００-１kg以下）

≪日本クラシックボディビル １６２cm以下級≫（身長-１００-２kg以下）

≪日本クラシックボディビル １６８cm以下級≫（身長-１００-０kg以下）

≪日本クラシックボディビル １７１cm以下級≫（身長-１００+２kg以下）

≪日本クラシックボディビル １７５cm以下級≫（身長-１００+４kg以下）
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（青字はダブルエントリー）
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〔2名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

114 石　丸　広　史 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛﾌﾐ 福　岡 53才 176cm 73kg 34年 LBｼﾞﾑ香椎

115 田　口　俊　介 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東　京 48才 180cm 85kg 28年 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

〔3名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

116 山　嵜　成　知 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾘﾄﾓ 東　京 45才 182cm 77kg 15年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京

117 五十嵐　樹　生 ｲｶﾞﾗｼ ｼｹﾞﾅﾘ 富　山 38才 183cm 87kg 3年 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

118 今　井　良　平 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾍｲ 長　崎 38才 186cm 88kg 15年 ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

〔16名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

119 安　藤　貴　弘 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 東　京 26才 158cm 58kg 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

120 木　下　昭　文 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾌﾐ 東　京 49才 164cm 62kg 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

121 橋　本　祐　樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 東　京 28才 164cm 61kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京

122 溝　尾　元　洋 ﾐｿﾞｵ ﾓﾄﾋﾛ 東　京 34才 165cm 54kg 1年 個人

123 宮　田　智　矢 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 東　京 25才 165cm 68kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

124 飯　田　彰　彦 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 大　阪 54才 166cm 63kg 7年 個人

125 佐々木　一　仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾄ 青　森 28才 166cm 60kg 7年 宮古ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

126 宇　野　明　訓 ｳﾉ ｱｷﾉﾘ 東　京 34才 166cm 65kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

127 木　下　裕　司 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川 35才 166cm 55kg 23年 個人

128 小　椋　俊　樹 ｵｸﾞﾗ ﾄｼｷ 鳥　取 33才 167cm 64kg 11年 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨｼﾞﾑ

129 多　田　　　哲 ﾀﾀﾞ ｻﾄｼ 東　京 33才 167cm 65kg 10年 個人

130 佐　藤　　　薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 宮　城 28才 167cm 64kg 5年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑGET

131 伊　藤　謙　治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛　知 50才 167cm 67kg 26年 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

132 高　岡　尚　裕 ﾀｶｵｶ ﾀｶﾋﾛ 埼　玉 28才 168cm 70kg 10年 個人

133 衛　藤　雄　一 ｴﾄｳ ﾕｳｲﾁ 東　京 45才 168cm 66kg 8年 個人

134 山　下　公　仁 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾄ 宮　城 44才 168cm 72kg 31年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

〔9名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

135 川　出　貴　士 ｶﾜｲﾃﾞ ﾀｶｼ 栃　木 44才 169cm 69kg 22年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

136 徳　久　大　器 ﾄｸﾋｻ ﾀｲｷ 東　京 38才 169cm 73kg 2年 個人

137 米　田　将　司 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻｼ 兵　庫 38才 170cm 67kg 2年 MAX GYM

138 髙　野　一　臣 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｵﾐ 東　京 33才 170cm 70kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

139 坂　井　大　樹 ｻｶｲ ﾋｷ 滋　賀 27才 170cm 72kg 6年 個人

140 齊　藤　匡　彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 福　島 29才 171cm 70kg 11年 個人

141 鬼　木　貴　史 ｵﾆｷ ﾀｶﾌﾐ 佐　賀 28才 171cm 77kg 5年 body make ONIX

142 原　　　謙　司 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 埼　玉 29才 172cm 71kg 2年 個人

143 鈴　木　啓　允 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 栃　木 38才 172cm 65kg 8年 ｲｰｸﾞﾙｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ小山

≪男子フィジーク選考 １６８cm以下級≫

≪男子フィジーク選考 １７２cm以下級≫

≪日本クラシックボディビル １８０cm以下級≫（身長-１００+６kg以下）

≪日本クラシックボディビル １８０cm超級≫（身長-１００+８kg以下）
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（青字はダブルエントリー）
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〔15名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

144 珠　玖　悟　史 ｼｭｸ ｻﾄｼ 千　葉 31才 173cm 76kg 3年 個人

145 長谷川　浩　久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾋｻ 大　阪 30才 173cm 71kg 7年 個人

146 齋　藤　孝　治 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 宮　城 37才 173cm 80kg 12年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

147 有　馬　康　泰 ｱﾘﾏ ﾐﾁﾋﾛ 千　葉 40才 173cm 71kg 16年 個人

148 桑　原　晴　彦 ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙﾋｺ 神奈川 44才 173cm 70kg 12年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 厚木神奈川

149 吉　村　祐　二 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 愛　知 36才 173cm 68kg 10年 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

150 横　山　翔　太 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ 栃　木 28才 174cm 70kg 2年 個人

151 竹　中　　　孝 ﾀｹﾅｶ ﾀｶｼ 岐　阜 43才 174cm 73kg 18年 ISﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

152 鎌　田　　　圭 ｶﾏﾀﾞ ｹｲ 宮　城 29才 174cm 73kg 8年 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ GET

153 塩　崎　知　道 ｼｵｻﾞｷ ﾄﾓﾐﾁ 埼　玉 27才 174cm 76kg 4年 個人

154 中　村　厚　志 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 埼　玉 37才 174cm 78kg 7年 個人

155 榮　　　義　人 ｻｶｴ ﾖｼﾋﾄ 神奈川 34才 174cm 70kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 横須賀神奈川

156 川　口　　　博 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 千　葉 44才 174cm 62kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 北千住東京

157 吉　田　侍　史 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 東　京 38才 175cm 70kg 1年 個人

158 中　島　良　介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 東　京 25才 176cm 78kg 11年 個人

〔10名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 ボ 歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

159 川　原　康　広 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 宮　城 33才 177cm 69kg 7年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

160 井　口　　　治 ｲｸﾞﾁ ｵｻﾑ 東　京 31才 178cm 85kg 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

161 蟹　澤　磨亜玖 ｶﾆｻﾜ ﾏｱｸ 神奈川 21才 178cm 78kg 2年 個人

162 永　井　嵩　士 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 京　都 23才 180cm 78kg 6年 個人

163 岩　田　卓　磨 ｲﾜﾀ ﾀｸﾏ 東　京 30才 180cm 78kg 6年 個人

164 宮　﨑　和　行 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 佐　賀 40才 180cm 70kg 2年 body make ONIX

165 齋　藤　真　人 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 東　京 43才 181cm 81kg 12年 個人

166 菅　原　辰　馬 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾏ 埼　玉 27才 182cm 83kg 5年 個人

167 佐　藤　敏　寛 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 宮　城 32才 186cm 77kg 3年 個人

168 庄　子　秀　一 ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮　城 49才 188cm 85kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

〔8名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 橋　木　亜　季 ﾊｼﾎﾞｸ ｱｷ 東　京 49才 145cm 42kg 3年 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ

2 石　澤　静　江 ｺｸｻﾞﾜ ｼｽﾞｴ 栃　木 53才 152cm 47kg 13年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

3 大　澤　直　子 ｵｵｻﾜ ﾅｵｺ 東　京 45才 154cm 48kg 19年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

4 国　田　真　紀 ｸﾆﾀﾞ ﾏｷ 大　阪 46才 154cm 46kg 8年 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS

5 山野内　里　子 ﾔﾏﾉｳﾁ ｻﾄｺ 愛　知 54才 158cm 52kg 9年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 名古屋金山

6 久　野　礼　子 ｸﾉ ｱﾔｺ 東　京 47才 158cm 50kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

7 髙　松　眞里子 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾘｺ 東　京 62才 158cm 50kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

8 湯　澤　寿　枝 ﾕｻﾞﾜ ﾄｼｴ 栃　木 49才 158cm 49kg 13年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

〔8名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

9 渡　部　みゆき ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 神奈川 52才 159cm 46kg 2年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

10 三　浦　恵美子 ﾐｳﾗ ｴﾐｺ 神奈川 41才 159cm 50kg 3年 横浜ﾏﾘﾝ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

11 松　井　陽　子 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 東　京 50才 159cm 50kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

12 加　藤　文　子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 愛　知 45才 160cm 48kg 5年 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

13 清　水　恵理子 ｼﾐｽﾞ ｴﾘｺ 東　京 50才 160cm 50kg 10年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

14 佐々木　真紀子 ｻｻｷ ﾏｷｺ 宮　城 52才 161cm 49kg 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

15 阿　部　優　花 ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮　城 26才 161cm 52kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

16 神　田　知　子 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｺ 大　阪 48才 162cm 60kg 25年 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ SPORTS

≪日本クラス別 女子フィジーク １６３cm以下級≫

≪日本クラス別 女子フィジーク １５８cm以下級≫

≪男子フィジーク選考 １７６cm以下級≫

≪男子フィジーク選考 １７６cm超級≫
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（青字はダブルエントリー）

2015年 アジア選手権選考大会 出場選手
≪2015年4月18日～19日開催≫

〔3名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属連盟 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

17 廣　田　ゆ　み ﾋﾛﾀ ﾕﾐ 愛　知 54才 164cm 57kg 29年 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

18 澤　田　めぐみ ｻﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 東　京 53才 164cm 53kg 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

19 堀　　　結　華 ﾎﾘ ﾕｶ 広　島 50才 164cm 59kg 4年 嚶鳴館ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

〔4名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

20 秋　山　千香子 ｱｷﾔﾏ ﾁｶｺ 東　京 42才 145cm 41kg 6年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

21 長　島　雅　子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｺ 埼　玉 50才 155cm 48kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

22 小　林　有紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 栃　木 42才 156cm 49kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

23 衛　藤　佳代子 ｴﾄｳ ｶﾖｺ 東　京 42才 157cm 50kg 5年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

〔7名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

24 太　田　美貴子 ｵｵﾀ ﾐｷｺ 京　都 45才 159cm 48kg 6年 BMBｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

25 佐　藤　恵　美 ｻﾄｳ ｴﾐ 東　京 39才 160cm 55kg 13年 個人

26 佐々木　あゆみ ｻｻｷ ｱﾕﾐ 静　岡 48才 160cm 54kg 13年 石坂ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

27 坂　本　愛　美 ｻｶﾓﾄ ｱｲﾐ 東　京 29才 162cm 50kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

28 潤　　　美和子 ｳﾙｲ ﾐﾜｺ 東　京 46才 162cm 51kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

29 城　戸　雅　代 ｷﾄﾞ ﾏｻﾖ 大　阪 40才 163cm 53kg 10年 個人

30 山　下　由　美 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐ 宮　城 47才 163cm 54kg 9年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

〔2名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

31 山　本　加容子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖｺ 東　京 49才 168cm 53kg 4年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ  ｻｳｽ東京

32 阿　部　美　早 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 岩　手 28才 170cm 58kg 2年 個人

〔5名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

33 阿　部　咲　子 ｱﾍﾞ ｻｷｺ 宮　城 37才 153cm 46kg 2年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

34 大　里　晴　香 ｵｵｻﾄ ﾊﾙｶ 福　岡 27才 156cm 50kg 6年 ﾌｨｯﾄﾈｽ&ﾊﾟﾜｰｼﾞﾑ

35 秋　本　明　子 ｱｷﾓﾄ ｱｷｺ 東　京 35才 156cm 46kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

36 矢　野　かずみ ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 東　京 44才 156cm 45kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

37 三　船　麻里子 ﾐﾌﾈ ﾏﾘｺ 東　京 45才 157cm 48kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

〔4名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

38 谷　口　ナオミ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 兵　庫 43才 159cm 48kg 4年 個人

39 徳　永　佳　恵 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｴ 神奈川 44才 160cm 49kg 3年 個人

40 五十嵐　貴　子 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｺ 東　京 28才 161cm 51kg 1年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

41 荻　山　はるか ｵｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 愛　知 33才 162cm 53kg 2年 ｴｸｻｲｽﾞ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

〔4名〕

No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所　属 年 令 身 長 体 重 トレ歴 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

42 鈴　木　光　代 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾖ 宮　城 50才 164cm 54kg 3年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 仙台宮城

43 丸　山　典　子 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ 東　京 41才 166cm 52kg 8年 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

44 椎　名　智香子 ｼｲﾅ ﾁｶｺ 千　葉 36才 168cm 53kg 1年 個人

45 新　井　敬　子 ｱﾗｲ ｹｲｺ 大　阪 39才 170cm 54kg 8年 泉州ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

≪女子ボディフィットネス選考 １６３cm超級≫

≪女子フィットネスビキニ選考 １５８cm以下級≫

≪女子フィットネスビキニ選考 １６３cm以下級≫

≪女子フィットネスビキニ選考 １６３cm超級≫

≪日本クラス別 女子フィジーク １６３cm超級≫

≪女子ボディフィットネス選考 １５８cm以下級≫

≪女子ボディフィットネス選考 １６３cm以下級≫
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