
ウーマンズスタートフィットネス

名前 フリガナ 身長(cm)

1 坂間 美保子 サカマ ミホコ 151

2 欠番

3 武田彩花 欠場 タケダ アヤカ 155

4 小儀 有理 コギ ユリ 158

5 相見 真紀 アイミ マキ 160

6 田中 洋子 タナカ ヨウコ 162

7 木山 のどか キヤマ ノドカ 165

8 柴田 佳代子 シバタ カヨコ 169

9 沢目 繭 サワメ マユ 171



メンズフィジーク新人の部SHORT

名前 フリガナ 身長(cm)

10 崎原 栄司 サキハラ エイジ 159

11 田中 航 タナカ コウ 160

12 一戸 洸 イチノヘ コウ 161

13 宇津木 大輝 ウツギ ヒロキ 163

14 宮西 勇希 ミヤニシ ユウキ 163

15 村野 湧斗 ムラノ ユウト 163

16 當山 航平 トウヤマ コウヘイ 164

17 豊田 光一 トヨダ コウイチ 164.5

18 木下 和弘 キノシタ カズヒロ 165

19 柴田 大輔 シバタ ダイスケ 165

20 守屋 壮亮 モリヤ ソウスケ 165

21 渡邉 新吾 ワタナベ シンゴ 165

22 斎藤 翔 サイトウ ショウ 166

23 澤田 昂一郎 サワダ コウイチロウ 166

24 東條 雅也 トウジョウ マサヤ 166

25 西野 遼 ニシノ リョウ 166

26 志田 聖雲 シダ シオン 167

27 清水 諒人 シミズ リョウト 167

28 青木 大輔 アオキ ダイスケ 168

29 大谷 賢司 オオタニ けんじ 168

30 木村 匠 キムラ タクミ 168

31 佐藤 光一 サトウ コウイチ 168

32 徳 龍希 トク リュウキ 168

33 山田 拓樹 ヤマダ タクミ 168

34 大楠 湧 オオグス ユウ 168.3

35 安藤 康太 アンドウ コウタ 169

36 市川 銀次 イチカワ ギンジ 169

37 潤 豊 ウルウ ユタカ 169

38 長谷川 まもる ハセガワ マモル 169



メンズフィジーク新人の部MIDDLE

名前 フリガナ 身長(cm)

39 國吉 七琉 クニヨシ ナル 170

40 九貫 裕介 クヌキ ユウスケ 170

41 黒川 航 クロカワ ワタル 170

42 小宮山 健 コミヤマ ケン 170

43 島津 善直 シマヅ ヨシナオ 170

44 島貫 靖輔 シマヌキ ノブスケ 170

45 瀧本 浩樹 タキモト ヒロキ 170

46 野村 康太 ノムラ コウタ 170

47 的場 柚季 マトバ ユズキ 170

48 阿部 純一 アベ ジュンイチ 171

49 安藤 リチャード正寛 アンドウ リチャードマサヒロ 171

50 飯田 徹 イイダ トオル 171

51 大石 康平 オオイシ コウヘイ 171

52 クエバス ロンジェイソン クエバス ロンジェイソン 171

53 小林 京慎 コバヤシ ケイシン 171

54 杉山 光輝 スギヤマ ヒカル 171

55 那須 翔太 ナス ショウタ 171

56 高橋 健矢 タカハシ ケンヤ 171.8

57 鈴木 智史 スズキ サトシ 172

58 関本 竜輔 セキモト リュウスケ 172

59 ねと れもす ネト レモス 172

60 土方 竣希 ヒジカタ シュンキ 172

61 栁谷 竜星 ヤナギヤ リュウセイ 172

62 山岸 希望 ヤマギシ ノゾム 172

63 鈴木 貴之 スズキ タカユキ 173

64 原 尚人 ハラ ナオト 173

65 洲鎌 研 スガマ ケン 174

66 関根 一輝 セキネ  イツキ 174

67 髙橋 拓也 タカハシ タクヤ 174

68 横山 充 ヨコヤマ ミツル 174



メンズフィジーク新人の部TALL

名前 フリガナ 身長(cm)

69 井上 憲梧 イノウエ ケンゴ 175

70 清田 順 キヨタ ジュン 175

71 ソン サンヨン ソン サンヨン 175

72 野村 健悟 ノムラ ケンゴ 175

73 水口 滉世 ミズグチ コウセイ 175

74 遠藤 星雅 エンドウ セイガ 176

75 尾方 翔太郎 オガタ ショウタロウ 176

76 昆 雅一 コン マサカズ 176

77 本村 太希 モトムラ タイキ 176

78 坂野 友洋 サカノ トモヒロ 177

79 中村 友哉 ナカムラ ユウヤ 177

80 樋口 昌佐 ヒグチ マサ 177

81 丸野 純兵 マルノ ジュンペイ 177

82 林 政和 ハヤシ マサカズ 178

83 毛利 優 モウリ スグル 178

84 吉津 崇 ヨシヅ シュウ 178

85 今井 浩実 イマイ ヒロミ 179

86 趙 在勇 チョウ ジェヨン 180

87 原口 巧 ハラグチ タクミ 180

88 星野 朝悦 ホシノ トモエツ 180

89 本田 英寿 ホンダ ヒデトシ 180

90 宇賀耶 崇 ウガヤ タカシ 181

91 吉田 翔陽 ヨシダ ショウヨウ 181

92 山岡 迅矢 ヤマオカ トキヤ 182

93 高野 智史 タカノ サトシ 183

94 田上 華弥 タノウエ ハルヤ 184

95 宮里 康隆 ミヤザト ヤスタカ 184

96 中里 浩平 ナカザト コウヘイ 185



マスターズメンズフィジーク50歳以上

名前 フリガナ 身長(cm)

97 鷲巣 路明 ワシズ ミチアキ 164

98 飯田 彰彦 イイダ アキヒコ 165

99 樋口 弘幸 ヒグチ ヒロユキ 166

100 笠原 章弘 カサハラ アキヒロ 166

101 萩原 満 ハギワラ ミツル 167

102 板橋 秀明 イタバシ ヒデアキ 168

103 金子 成一 カネコ セイイチ 168

104 久保田 耕治 クボタ コウジ 170

105 竹迫 義明 タケセコ ヨシアキ 170

106 菅原 祥人 スガハラ ヨシト 173

107 大町 哲也 オオマチ テツヤ 175

108 山口 浩司 ヤマグチ コウジ 176

109 山上 博宣 ヤマガミ ヒロノブ 176

110 佐々木 亮真 ササキ リョウマ 176

111 横山 誠 ヨコヤマ マコト 178

112 笹川 勝司 ササガワ カツジ 183



マスターズメンズフィジーク40歳以上

名前 フリガナ 身長(cm)

113 林 煜欽 リン ユーチン 162

114 乾 正樹 イヌイ マサキ 165

115 込山 雄司 コミヤマ ユウジ 167

116 関野 紘一 セキノ コウイチ 168

117 朝倉 一貴 アサクラ カズキ 169

118 大木 慎吾 オオキ シンゴ 169.5

119 渡口 尚充 トグチ ヒサミツ 170

120 後藤 庸介 ゴトウ ヨウスケ 170

121 秋元 哲史 アキモト ノリチカ 171

122 小川 智広 オガワ トモヒロ 173

123 橋本 忠仁 ハシモト タダヒト 173

124 高山 健 タカヤマ ケン 176

125 遠藤 雄一 エンドウ ユウイチ 177

126 森山 秀人 モリヤマ ヒデト 178

127 金光 忠実 カネミツ タダノリ 179

128 上米良 岳 カンメラ タカシ 180



ビキニフィットネス40歳以下

名前 フリガナ 身長(cm)

129 立松 緑 タテマツ ミドリ 150

130 徳丸 栞 トクマル シオリ 154

131 横尾 圭美 ヨコオ ヨシミ 154

132 小野塚　萌 オノヅカ　メグミ 155

133 鈴木 志乃 スズキ シノ 155

134 木村 友香 キムラ ユカ 156

135 髙田 千広 タカダ チヒロ 156

136 木村 友紀 キムラ ユキ 158

137 塩谷 ジェシカ シオタニ ジェシカ 158

138 坪井 花梨 ツボイ カリン 158

139 山﨑　藍 ヤマザキ　アイ 162

140 成瀬 由佳 ナルセ ユカ 162.8

141 岩崎 愛菜 イワサキ アキナ 163

142 中島 夏子 ナカジマ ナツコ 163

143 木山 のどか キヤマ ノドカ 165

144 大森 瑠菜 オオモリ ルナ 165

145 柳田 成佳 ヤナギダ セイカ 166

146 小川  ひとみ オガワ ヒトミ 166

147 韓 悦 カン エツ 171

148 関根 早由合 セキネ サユリ 175



ビキニフィットネス40歳以上

名前 フリガナ 身長(cm)

149 鷲巣 昌子 ワシズ アキコ 154

150 渡辺 恵美 ワタナベ エミ 154

151 三輪 由佳 ミワ ユカ 155

152 高田 早苗 タカダ サナエ 156

153 高浦 紀子 タカウラ ノリコ 157

154 渡井 博子 ワタイ ヒロコ 158

155 平瀬 奈緒子 ヒラセ ナオコ 160

156 田中 洋子 タナカ ヨウコ 162

157 藤巻 明恵 フジマキ アキエ 163

158 小川 章子 オガワ アキコ 173



メンズフィジーク168

名前 フリガナ 身長(cm)

159 田中 航 タナカ コウ 160

160 一戸 洸 イチノヘ コウ 161

161 松澤 元輝 マツザワ ゲンキ 162

162 吉澤 宗晃 ヨシザワ ムネアキ 162

163 宮本 克己 ミヤモト カツミ 163

164 鈴木 仁 スズキ ジン 164

165 西元 涼 ニシモト リョウ 164

166 當山 航平 トウヤマ コウヘイ 164

167 飯田 彰彦 イイダ アキヒコ 165

168 平安名 翔悟 ヘンナ ショウゴ 165

169 前川 亘 マエカワ ワタル 165

170 奥田 聖也 オクダ セイヤ 165

171 宮野 大介 ミヤノ ダイスケ 165

172 木下 和弘 キノシタ カズヒロ 165

173 乾 正樹 イヌイ マサキ 165

174 北山 大貴 キタヤマ ヒロキ 166

175 岩﨑 泰樹 イワサキ タイキ 166

176 西野 遼 ニシノ リョウ 166

177 河上 修平 カワカミ シュウヘイ 166

178 松下 将也 マツシタ マサヤ 166

179 澤田 昂一郎 サワダ コウイチロウ 166

180 斎藤 翔 サイトウ ショウ 166

181 細井 健志郎 ホソイ ケンシロウ 166

182 土屋 浩太 ツチヤ コウタ 166

183 込山 雄司 コミヤマ ユウジ 167

184 萩原 満 ハギワラ ミツル 167

185 志田 聖雲 シダ シオン 167

186 織地 雄介 オリチ ユウスケ 167

187 宮脇 拓郎 ミヤワキ タクロウ 167

188 山田 拓樹 ヤマダ タクミ 168

189 深沢 誠 フカザワ マコト 168

190 徳 龍希 トク リュウキ 168

191 織地 健太 オリチ ケンタ 168

192 金子 雄三 カネコ ユウゾウ 168



メンズフィジーク１７２

名前 フリガナ 身長(cm)

193 上田 昌平 ウエダ ショウヘイ 169

194 小舟 雄登 コブネ ユウト 169

195 市川 銀次 イチカワ ギンジ 169

196 石井 優太 イシイ ユウタ 169

197 安藤 康太 アンドウ コウタ 169

198 瀧本 浩樹 タキモト ヒロキ 170

199 九貫 裕介 クヌキ ユウスケ 170

200 小島 敬登 コジマ ケイト 170

201 藤井 剣 フジイ ケン 170

202 小宮山 健 コミヤマ ケン 170

203 佐伯 祥利 サエキ アキト 170

204 齊藤 嵩大 サイトウ タカヒロ 170

205 砂田 泰英 スナダ ヤスヒデ 170

206 島津 善直 シマヅ ヨシナオ 170

207 田中 達也 タナカ タツヤ 170

208 芳賀 翔 ハガ ショウ 170

209 泉 健太 イズミ ケンタ 170

210 大渕 裕介 オオブチ ユウスケ 171

211 安藤 リチャード正寛 アンドウ リチャードマサヒロ 171

212 吉田 隼人 ヨシダ ハヤト 171

213 具志 幸周 グシ ユキチカ 171

214 陶山 優二 スヤマ ユウジ 171

215 大石 康平 オオイシ コウヘイ 171

216 福島 匡志 フクシマ マサシ 171

217 小野 海晴 オノ カイセイ 171

218 山本 宏樹 ヤマモト ヒロキ 171

219 大石 康平 オオイシ コウヘイ 171

220 澤畑 海斗 サワハタ カイト 171

221 那須 翔太 ナス ショウタ 171

222 杉山 光輝 スギヤマ ヒカル 171

223 川﨑 友昭 カワサキ トモアキ 171

224 芦口 恭佑 アシグチ　キョウスケ 171

225 高橋 健矢 タカハシ ケンヤ 171.8

226 細田 みらい ホソダ ミライ 172

227 山岸 希望 ヤマギシ ノゾム 172

228 宮崎 俊 ミヤザキ シュン 172

229 小林 拓也 コバヤシ タクヤ 172

230 栁谷 竜星 ヤナギヤ リュウセイ 172

231 ねと れもす ネト レモス 172

232 越髙 大翔 コシタカ タイショウ 172

233 鈴木 智史 スズキ サトシ 172



メンズフィジーク１７６

名前 フリガナ 身長(cm)

234 田中 雄也 タナカ ユウヤ 173

235 堀口 恭平 ホリグチ キョウヘイ 173

236 原 尚人 ハラ ナオト 173

237 渡邉 悠 ワタナベ ユウ 173.8

238 猪瀬 雄大 イノセ ユウタ 174

239 杉本 旭 スギモト アキラ 174

240 八巻 佑守 ヤマキ ユウヤ 174

241 井上 悠太 イノウエ ユウタ 174

242 石塚 尚也 イシヅカ ナオヤ 175

243 森ノ内 友隆 モリノウチ トモタカ 175

244 瀬川 将輝 セガワ マサキ 175

245 水口 滉世 ミズグチ コウセイ 175

246 天願 聖悟 テンガン ショウゴ 175

247 新田 和希 ニッタ カズキ 175

248 降矢 虹輝 フルヤ コウキ 175

249 宮杉 一輝 ミヤスギ カズキ 175

250 広兼 孝史 ヒロカネ タカシ 175

251 井上 憲梧 イノウエ ケンゴ 175

252 稲葉 吉哉 イナバ ヨシヤ 175

253 大久保 直亮 オオクボ ナオスケ 175

254 昆 雅一 コン マサカズ 176

255 本村 太希 モトムラ タイキ 176

256 尾方 翔太郎 オガタ ショウタロウ 176



メンズフィジーク１７６超級

名前 フリガナ 身長(cm)

257 中村 友哉 ナカムラ ユウヤ 177

258 丸野 純兵 マルノ ジュンペイ 177

259 樋口 昌佐 ヒグチ マサ 177

260 齋藤燿 サイトウヒカル 177

261 上野 駿人 ウエノ ハヤト 177

262 大谷 怜司 オオタニ レイジ 178

263 河地 皓介 カワチ コウスケ 178

264 森山 秀人 モリヤマ ヒデト 178

265 毛利 優 モウリ スグル 178

266 竹田 巨樹 タケダ ナオキ 179

267 今井 浩実 イマイ ヒロミ 179

268 鈴木 真之介 スズキ シンノスケ 179

269 塚田 哲浩 ツカダ テツヒロ 180

270 原口 巧 ハラグチ タクミ 180

271 星野 朝悦 ホシノ トモエツ 180

272 本田 英寿 ホンダ ヒデトシ 180

273 木俣 光 キマタ ヒカル 180

274 趙 在勇 チョウ ジェヨン 180

275 上米良 岳 カンメラ タカシ 180

276 畑中 啓志 ハタナカ ケイシ 180

277 趙 在勇 チョウ ジェヨン 180

278 石井 悠和 イシイ ユウワ 180

279 山岡 迅矢 ヤマオカ トキヤ 182

280 遠藤 大樹 エンドウ ダイキ 182

281 高野 智史 タカノ サトシ 183

282 大坪 エドワード オオツボ エドワード 183

283 五味 裕太 ゴミ ユウタ 184

284 中里 浩平 ナカザト コウヘイ 185

285 LI TONG リ トン 185



ウーマンズボディフィットネス

名前 フリガナ 身長(cm)

286 柴田 栄子 シバタ エイコ 151

287 桝田 景子 マスダ ケイコ 154

288 大町 真澄 オオマチ マスミ 154

289 石橋 綾子 イシバシ アヤコ 156

290 澁谷 美和子 シブタニ ミワコ 157

291 伊藤 知香 イトウ チカ 158

292 小儀 有理 コギ ユリ 158

293 新井 暁子 アライ アキコ 158

294 柴田 典子 シバタ ノリコ 160

295 奈良 倫子 ナラ トモコ 164



クラシックフィジークSHORT

名前 フリガナ 身長(cm)

296 森下 真尋 モリシタ マヒロ 160

297 津曲 英祥 ツマガリ エイショウ 160

298 長田 好人 オサダ ヨシヒト 162

299 井塚 健太 イヅカ ケンタ 163

300 百瀬 晴康 モモセ ハルヤス 163

301 福田 拓未 フクダ タクミ 165

302 近藤 忠勝 コンドウ タダカツ 165

303 久保 佳貴 クボ ヨシタカ 165

304 岩尾 誠二 イワオ セイジ 168

305 蓑 洋 ミノ ヒロシ 168

306 高橋 龍矢 タカハシ タツヤ 168

307 寺薗 熙 テラゾノ ヒカル 169

308 安東 雅喬 アンドウ マサタカ 170

309 竹原  宗哉 タケハラ ソウヤ 171

310 西本 直刀 ニシモト ナオト 171

311 飯田 徹 イイダ トオル 171

312 HIGA KENGO ヒガ ケンゴ 171

313 織笠 一輝 オリカサ カズキ 171



クラシックフィジークTALL

名前 フリガナ 身長(cm)

314 市田 大登 イチタ ダイト 173

315 眞鍋 弘明 マナベ ヒロアキ 173

316 稲田 直己 イナダ ナオキ 173

317 川﨑 友大 カワサキ ユウタ 173

318 塚本英樹 欠場 ツカモト エイキ 174

319 上田 大生 ウエダ ダイセイ 176

320 山本 俊和 ヤマモト トシカズ 176

321 谷崎 淳之 タニザキ アツユキ 176

322 阪本 直弥 サカモト ナオヤ 178

323 齋藤 勇貴 サイトウ ユウキ 178

324 林 博己 ハヤシ ヒロミ 180

325 阿部 義則 アベ ヨシノリ 180

326 坂上 泰斗 サカウエ タイト 183

327 宮里 康隆 ミヤザト ヤスタカ 184

328 川田 直宏 カワダ ナオヒロ 184


