
お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

ROOKIE　SHORT １部

竹村 彰太 タケムラ ショウタ 160 19970710 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

百瀬 晴康 モモセ ハルヤス 163 19950507 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

宮野 大介 ミヤノ ダイスケ 165 19890721 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

勝山 裕希 カツヤマ ユウキ 166 19870528 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

岩﨑 泰樹 イワサキ タイキ 166 19930530 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

辻 貴哉 ツジ タカヤ 168 19851213 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

金子 雄三 カネコ　ユウゾウ 168 19881217 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

菊島 涼 キクシマ リョウ 168 20000509 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

ロペス ツヨシ ロペス ツヨシ 168 19970804 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

渡邊 柊平 ワタナベ シュウヘイ 170 20010217 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

大和田 博斗 オオワダ ヒロト 170 19950806 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

潤 豊 ウルウ ユタカ 170 19820425 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

砂田 泰英 スナダ ヤスヒデ 170 19840818 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

泉 健太 イズミ ケンタ 170 19990903 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

浜口 大樹 ハマグチ タイキ 170 19961122 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

ROOKIE　MIDDLE １部

増田 純樹 マスダ ジュンキ 171 19961220 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

米澤 一希 ヨネザワ カズキ 171 19970610 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

廣野 拓 ヒロノ タク 172 19840111 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

畠山 幸二 ハタケヤマ コウジ 173 19931023 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

石田 昂 イシダ タカシ 174 19910807 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

稲葉 吉哉 イナバ ヨシヤ 175 19941026 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

佐藤 宏祐 サトウ コウスケ 175 19950227 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

三国谷 健太 ミクニヤ ケンタ 175 19941108 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

日比野 巧弥 ヒビノ タクヤ 175 19990710 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

山根 拓人 ヤマネ タクト 176 19920508 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

筒井 泰樹 ツツイ タイキ 176 20001226 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

岡崎 智哉 オカザキ トモヤ 176 19951104 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

三部 秀太 ミツベ シュウタ 177 20000630 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

伊藤 洸稀 イトウ コウキ 177 19970502 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

ROOKIE　TALL

長友 凜太郎 ナガトモ リンタロウ 178 19970607 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

鈴木 貴大 スズキ タカヒロ 178 19960707 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

竹田 巨樹 タケダ ナオキ 179 19881014 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

村山 俊蔵 ムラヤマ シュンゾウ 179 19901106 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

石井 悠和 イシイ ユウワ 180 19941019 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

鈴木 歩 スズキ アユミ 180 19960925 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

大西 啓太 オオニシ ケイタ 180 19870907 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

遠藤 大樹 エンドウ ダイキ 182 19971016 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

石川 凱斗 イシカワ ガイト 183 20000412 メンズフィジーク新人の部４０歳以下

下 昌男 シモ マサオ 186 19841112 メンズフィジーク新人の部４０歳以下



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

ROOKIE　40OVER １部

林 煜欽 リン ユーチン 162 19791202 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

宮本 克己 ミヤモト カツミ 164 19741222 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

高部 智 タカベ サトシ 165 19730420 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

鯨井 総一 クジライ ソウイチ 166 19751006 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

萩原 満 ハギワラ ミツル 167 19700713 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

関野 紘一 セキノ コウイチ 168 19790512 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

朝倉 一貴 アサクラ カズキ 169 19771119 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

内谷 宏 ウチヤ ヒロシ 172 19671110 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

橋本 忠仁 ハシモト タダヒト 173 19780413 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

佐藤 博之 サトウ ヒロユキ 174 19750506 メンズフィジーク新人の部４０歳以上

唐澤 隆幸 カラサワ タカユキ 179 19750830 メンズフィジーク新人の部４０歳以上



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

MASTERS　MENS　PHYSUQUE １部

鷲巣 路明 ワシズ ミチアキ 164 19680417 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

内田 亮 ウチダ マコト 168 19651007 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

板橋 秀明 イタバシ ヒデアキ 168 19690523 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

水島 裕一 ミズシマ ユウイチ 168 19650121 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

川出 貴士 カワイデ タカシ 169 1970425 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

竹迫 義明 タケセコ ヨシアキ 170 19621104 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

土屋 みのる ツチヤ ミノル 171 19511217 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

岩渕 秀樹 イワブチ ヒデキ 172 19670206 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

吉田 善徳 ヨシダ ヨシノリ 172 19710421 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

大町 哲也 オオマチ テツヤ 175 19610801 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

大西 崇仁 オオニシ タカヨシ 175 19690619 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

山口 浩司 ヤマグチ コウジ 176 19630107 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

秋山 勝義 アキヤマ カツヨシ 176 19660817 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

倉本 富司 クラモト トミジ 178 19640730 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

河村 正人 カワムラ マサト 180 19700815 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

船本 康晴 フナモト ヤスハル 182 19660204 マスターズメンズフィジーク５０歳以上

笹川 勝司 ササガワ カツジ 184 19681125 マスターズメンズフィジーク５０歳以上



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

ビキニ４０歳以下 １部

青柳 希実子 アオヤギ キミコ 151 19860930 ビキニフィットネス ４０歳以下

中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 160 19820711 ビキニフィットネス ４０歳以下

柳田 幸子 ヤナギダ サチコ 172 19821204 ビキニフィットネス ４０歳以下



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

ビキニ４０歳以上 １部

鷲巣 昌子 ワシズ アキコ 154 19680517 ビキニフィットネス ４０歳以上

三輪 由佳 ミワ ユカ 155 19790621 ビキニフィットネス ４０歳以上

田島 美保代 タジマ ミホヨ 155 19680312 ビキニフィットネス ４０歳以上

西江 幸枝 ニシエ サチエ 156 19741106 ビキニフィットネス ４０歳以上

菅原 千草 スガハラ チグサ 158 19720119 ビキニフィットネス ４０歳以上

松浦 華菜子 マツウラ カナコ 158 19801220 ビキニフィットネス ４０歳以上

柴田 美樹 シバタ ミキ 162 19730531 ビキニフィットネス ４０歳以上

上野 麻衣子 ウエノ マイコ 162 19771221 ビキニフィットネス ４０歳以上

平山 友絵 ヒラヤマ トモエ 170 19700806 ビキニフィットネス ４０歳以上



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

メンズフィジーク１６８㎝ ２部

齋藤 友貴 サイトウ トモキ 162 19980311 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

西元 涼 ニシモト リョウ 163 20000420 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

吉澤 宗晃 ヨシザワ ムネアキ 163 19860331 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

無田 康生 ムタ コウキ 163 20000612 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

乾 正樹 イヌイ マサキ 165 19801111 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

通事 祐志 トオジ ユウシ 165 19950127 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

西澤 健介 ニシザワ ケンスケ 166 19940509 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

細井 健志郎 ホソイ ケンシロウ 167 20000315 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級

原田 基史 ハラダ モトフミ 168 19891121 メンズフィジーク(年齢制限無）１６８cm級



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

メンズフィジーク１７２㎝ ２部

大木 慎吾 オオキ シンゴ 169 19770829 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

笹本 佳男 ササモト ヨシオ 169 19880424 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

庭野 祐樹 ニワノ ユウキ 169 19961107 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

栗原 怜音 クリハラ レオン 169 20000814 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

阿曽 浩樹 アソ ヒロキ 170 19941027 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

田中 達也 タナカ タツヤ 170 19910515 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

芳賀 翔 ハガ ショウ 170 19960512 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

大渕 裕介 オオブチ ユウスケ 171 20000321 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

川島 史哉 カワシマ フミヤ 171 19960212 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

稲葉 壮太 イナバ ソウタ 171 19990307 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

福島 匡志 フクシマ マサシ 171 19890310 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

菊地 洋平 キクチ ヨウヘイ 171 19930813 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

小野 海晴 オノ カイセイ 171 20000622 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

川崎 友昭 カワサキ トモアキ 171 20001015 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

荒井 政穂 アライ　カズホ 171 19970213 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

池田 紘之助 イケダ コウノスケ 171 19950123 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

伊豆島 柊平 イズシマ シュウヘイ 171 20000629 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 171 19791014 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

小林 拓也 コバヤシ タクヤ 172 19901027 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級

鈴木 智史 スズキ サトシ 172 19901214 メンズフィジーク(年齢制限無）１７２cm級



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

メンズフィジーク１７６㎝ ２部

津田 樹 ツダ タツキ 172 19961130 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

丹羽 拓也 ニワ タクヤ 173 19850524 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

桑田 哲平 クワタ テッペイ 173 19941212 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

川崎 友大 カワサキ ユウタ 173 19921219 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

関根 修造 セキネ シュウジョウ 173 19960614 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

植田 知成 ウエダ チセイ 174 19770123 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

田村 昂 タムラ タカシ 174 19950828 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

降矢 虹輝 フルヤ コウキ 175 20000530 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

小澤 紫帆 オザワ シホ 175 19980916 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

白井 重光 シライ シゲミツ 175 19870704 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

粕谷 壮史 カスヤ ソウシ 175 19950212 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級

齋藤 耀 サイトウ ヒカル 177 19900627 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

メンズフィジーク１７６㎝超 ２部

西島 愛弥 ニシジマ マナヤ 177 19990412 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

上野 駿人 ウエノ ハヤト 177 19901010 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

丸山 貴弘 マルヤマ タカヒロ 177 19940804 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

遠藤 雄一 エンドウ ユウイチ 177 1980 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

阿部 周太 アベ シュウタ 179 19960708 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

伊野 隆洋 イノ タカヒロ 180 19810601 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

宮下 潤 ミヤシタ ジュン 180 19800522 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

朝日 悠介 アサヒ ユウスケ 181 19961112 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

駒橋 学 コマハシ マナブ 181 19901212 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

境 和也 サカイ カズヤ 182 19990419 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

新居 功 ニイイ イサオ 183 19881101 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

阿部 諒 アベ リョウ 183 19890506 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

山口 雄起 ヤマグチ ユウキ 185 19890703 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

櫻井 一樹 サクライ カズキ 186 19910701 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超

li tong リ トン 187 19850402 メンズフィジーク(年齢制限無）１７６cm級超



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

クラシックフィジークSHORT ２部

鈴木 健 スズキ ケン 155 19980717 男子クラシックフィジーク 

杉山 健一 スギヤマ ケンイチ 162 19780703 男子クラシックフィジーク 

田中 光昭 タナカ ミツテル 163 19840102 男子クラシックフィジーク 

中村 馨 ナカムラ カオル 164 19820822 男子クラシックフィジーク 

川越 雄介 カワゴエ ユウスケ 164 19971104 男子クラシックフィジーク 

奥田 聖也 オクダ セイヤ 164 19991224 男子クラシックフィジーク 

蓑 洋 ミノ　ヒロシ 168 19701205 男子クラシックフィジーク 

藤原 圭介 フジワラ ケイスケ 168 19930927 男子クラシックフィジーク 

寺薗 熙 テラゾノ ヒカル 169 19991019 男子クラシックフィジーク 

佐藤 紘 サトウ ヒロ 169 19880319 男子クラシックフィジーク 

小島 敬登 コジマ ケイト 170 19941228 男子クラシックフィジーク 

クラシックフィジークTALL

佐藤 大輔 サトウ ダイスケ 171 19890116 男子クラシックフィジーク 

今井 友貴 イマイ ユウキ 171 19990731 男子クラシックフィジーク 

中山 公汰 ナカヤマ コウタ 173 19940412 男子クラシックフィジーク 

稲田 直己 イナダ ナオキ 173 19880430 男子クラシックフィジーク 

河越 亮太 カワゴエ リョウタ 174 19970825 男子クラシックフィジーク 

柳田 旬一 ヤナギダ シュンイチ 175 19750502 男子クラシックフィジーク 

山本 俊和 ヤマモト トシカズ 175 20000528 男子クラシックフィジーク 

宇賀神 遼 ウガジン リョウ 175 19960318 男子クラシックフィジーク 

齋藤 勇貴 サイトウ ユウキ 178 19930710 男子クラシックフィジーク 

芳賀 涼平 ハガ リョウヘイ 179 19930805 男子クラシックフィジーク 

岸田 勇輝 キシダ ユウキ 185 19860306 男子クラシックフィジーク 



お名前 フリガナ 身長 生年月日 どちらのカテゴリーに参加されますか

ボディフィットネス ２部

朝賀 雅楽 アサガ ウタ 155 19770816 ウーマンズボディフィットネス

石井 さやか イシイ サヤカ 157 19800707 ウーマンズボディフィットネス

石田 典子 イシダ ノリコ 161 19650312 ウーマンズボディフィットネス


