
40名（12位入賞）

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

1 宇田川　　　翼 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 東　京 17歳 158.0cm 日本体育大学荏原高等学校

2 小　野　聡　太 ｵﾉ ｿｳﾀ 兵　庫 17歳 160.0cm 甲南高等学校

3 草　場　建　人 ｸｻﾊﾞ ｹﾝﾄ 福　岡 16歳 160.5cm 東福岡高等学校

4 村　越　大　輔 ﾑﾗｺｼ ﾀﾞｲｽｹ 東　京 15歳 162.1cm 日本体育大学荏原高等学校

5 松　井　勝　平 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾍｲ 長　野 17歳 163.0cm 長野県蓼科高等学校

6 和　田　秀　惺 ﾜﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 神奈川 15歳 163.8cm 神奈川県立厚木高等学校

7 橋　本　偉　成 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｾｲ 福　井 17歳 164.0cm 福井県立福井商業高等学校

8 高　山　裕　義 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 滋　賀 16歳 164.5cm 近江高等学校

9 松　浦　有　翔 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾄ 静　岡 15歳 165.0cm 静岡県立浜松南高等学校

10 廣　瀬　桐　太 ﾋﾛｾ ﾄｳﾀ 東　京 15歳 166.0cm 都立王子総合高等学校

11 水　越　　　尊 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｹﾙ 群　馬 16歳 166.4cm 群馬県立高崎商業高等学校

12 櫻　井　凰　賀 ｻｸﾗｲ ｵｵｶﾞ 千　葉 16歳 167.0cm 千葉県立沼南高等学校

13 飯　塚　遥　人 ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 栃　木 16歳 167.5cm 栃木県立佐野高等学校

14 菱　田　郷　太 ﾋｼﾀﾞ ｷｮｳﾀ 神奈川 17歳 168.2cm ルネサンス高等学校

15 今　井　健　朝 ｲﾏｲ ｽｺｱ 青　森 15歳 168.5cm 青森山田高等学校

16 平垣内　惟　祥 ﾋﾗｶﾞｲﾄ ｲｻｷ 東　京 16歳 168.8cm 日本体育大学荏原高等学校

17 橘　    秀　斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｭｳﾄ 東　京 17歳 168.9cm
18 山　﨑　壮一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 東　京 16歳 169.5cm 日本体育大学荏原高等学校

19 中　原　悠　月 ﾅｶﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 大　阪 16歳 169.7cm 大阪府立香里丘高等学校

20 村　田　陸　斗 ﾑﾗﾀ ﾘｸﾄ 長　野 16歳 169.8cm 上田高等学校

21 澤　田　千　晴 ｻﾜﾀﾞ ﾁﾊﾙ 愛　知 16歳 170.1cm 愛知県立東浦高等学校

22 伊　沢　勝　優 ｲｻﾞﾜ ｶﾂﾏｻ 茨　城 16歳 170.8cm 常総学院高等学校

23 大　木　暖　也 ｵｵｷ ﾊﾙﾔ 東　京 16歳 171.0cm
24 渡　辺　一　蒔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 東　京 15歳 172.0cm 都立王子総合高等学校

25 下　野　羅　桜 ｼﾓﾉ ﾗｵ 群　馬 15歳 172.6cm 群馬県立榛名高等学校

26 遠　山　優　弥 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳﾔ 神奈川 15歳 173.0cm 神奈川県立上溝高等学校

27 大　場　麟之助 ｵｵﾊﾞ ﾘﾝﾉｽｹ 東　京 17歳 173.0cm 正則学園高等学校

28 橋　本　拓　海 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 千　葉 17歳 173.5cm 日本体育大学柏高等学校

29 小　寺　一　巧 ｺﾃﾞﾗ ｲｯｺｳ 愛　知 16歳 173.5cm 科学技術学園高等学校

30 作左美　空　哉 ｻｸｻﾐ ｸｳﾔ 東　京 17歳 174.0cm 日本体育大学荏原高等学校

31 山　田　智　輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛　知 16歳 174.5cm 愛知県立西尾高等学校

32 毎　野　正　温 ﾏｲﾉ ﾏｻﾊﾙ 大　阪 17歳 175.4cm 高槻高等学校

33 栖　原　星　流 ｽﾊﾗ ｾﾅ 神奈川 17歳 176.0cm 関東学院高等学校

34 鹿　野　    凛 ｶﾉ ﾘﾝ 千　葉 16歳 176.0cm 千葉県立検見川高等学校

35 児　玉　    匠 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 東　京 15歳 177.0cm 大智学園高等学校

36 藤　江　麟之介 ﾌｼﾞｴ ﾘﾝﾉｽｹ 岐　阜 18歳 177.1cm 岐阜県立岐阜工業高等学校

37 山　影　飛　鳥 ﾔﾏｶｹﾞ ｱｽｶ 千　葉 16歳 177.8cm 千葉県立沼南高等学校

38 岩　崎　裕　希 ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ 北海道 17歳 179.6cm 札幌静修高等学校

39 深　谷　眞　翔 ﾌｶﾀﾆ ﾏﾅﾄ 愛　知 17歳 180.2cm 愛知県立丹羽高等学校

40 萩　原　詩　月 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾂﾞｷ 埼　玉 16歳 182.2cm 埼玉県立鴻巣高等学校

高校生男子ボディビル

2022 全国高校生ボディビル選手権大会 出場選手名簿
〔2022年8月7日(日) /宮城県仙台市・若林区文化センター〕



41名（12位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

1 曽我部　朔　弥 ｿｶﾞﾍﾞ ｻｸﾔ 愛　知 18歳 158.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
2 岡　    玲　治 ｵｶ ﾚｲｼﾞ 三　重 23歳 159.0cm ﾃﾞﾋﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
3 木　内　    耀 ｷｳﾁ ｱｷﾗ 長　野 19歳 161.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ
4 永　田　大　和 ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 大　阪 23歳 161.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
5 佐　藤　海　音 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 東　京 23歳 162.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
6 横　江　輝　龍 ﾖｺｴ ｷﾘｭｳ 静　岡 22歳 163.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ富士静岡
7 佐　野　大　樹 ｻﾉ ﾀｲｷ 東　京 23歳 163.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京
8 宍　戸　秀　徳 ｼｼﾄﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 栃　木 23歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
9 西　尾　健　人 ﾆｼｵ ｹﾝﾄ 東　京 23歳 163.2cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
10 虻　川　遼太朗 ｱﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岩　手 21歳 164.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
11 飯　島　巧　大 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 茨　城 21歳 164.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
12 吉　田　    星 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ 埼　玉 22歳 165.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

13 住　吉　朝　光 ｽﾐﾖｼ ｱｻﾋ 岐　阜 23歳 166.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
14 中　村　多偉蔵 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ 群　馬 23歳 166.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
15 川　本　遼太郎 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川 20歳 166.5cm ｵｰﾌﾟﾝ登録
16 松　林　優　武 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ 神奈川 23歳 166.6cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 溝の口神奈川
17 松　島　兼　聖 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｾｲ 東　京 23歳 166.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京
18 清　水　翔　斗 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾄ 長　野 23歳 167.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵﾌｨｼﾞｨｰｽﾞ
19 水　沢　充　裕 ﾐｽﾞｻﾜ ﾐﾕｳ 東　京 21歳 167.0cm 全日本学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟
20 橋　本　龍之介 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 東　京 23歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京
21 佐　藤　    蓮 ｻﾄｳ ﾚﾝ 宮　城 19歳 167.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
22 本　間　大　地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ 東　京 23歳 167.8cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
23 上　田　皓　大 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 愛　知 22歳 168.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
24 渋　谷　淳　平 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 宮　城 23歳 168.3cm ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ古川
25 小　松　    空 ｺﾏﾂ ｿﾗ 宮　城 21歳 168.5cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑｹﾞｯﾄ
26 高　橋　旺　雅 ﾀｶﾊｼ ｵｳｶﾞ 北海道 23歳 168.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
27 羽　成　温　朗 ﾊﾅﾘ ｱﾂﾛｳ 茨　城 21歳 168.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
28 山　田　雄里杏 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘｱﾝ 神奈川 19歳 169.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
29 和　田　朋　也 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 埼　玉 23歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

30 宮　城　昂　大 ﾐﾔｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ 沖　縄 22歳 169.1cm 糸満ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
31 宮　津　力　也 ﾐﾔﾂ ﾘｷﾔ 兵　庫 21歳 169.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸
32 土　肥　雄　大 ﾄﾞﾋ ﾕｳﾀﾞｲ 広　島 23歳 171.0cm ｽﾄﾚﾝｸﾞｽｼﾞﾑ
33 小　川　晃　司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 東　京 21歳 171.1cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｻﾝﾌﾟﾚｲ
34 杉　戸　    旭 ｽｷﾞﾄ ｱｻﾋ 千　葉 22歳 171.3cm ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｼﾞﾑ
35 関　口　公　平 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 東　京 21歳 171.7cm 全日本学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟
36 浅　野　宏　太 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 東　京 23歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京
37 元　木　洸太朗 ﾓﾄｷ ｺｳﾀﾛｳ 宮　城 21歳 172.9cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城
38 昌　山　大　晟 ﾏｻﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮　城 19歳 173.4cm ｵｰﾌﾟﾝ登録
39 高　野　唯　人 ﾀｶﾉ ﾕｲﾄ 千　葉 21歳 174.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
40 佐　藤　悠　介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東　京 22歳 174.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京
41 石　澤　悠　人 ｺｸｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 栃　木 19歳 176.0cm 蔵の街ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

男子ボディビルジュニア 70kg以下級

〔2022年8月7日(日) /宮城県仙台市・若林区文化センター〕

JOCジュニアオリンピックカップ
2022 日本ジュニアボディビル選手権大会 出場選手名簿



22名（12位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

42 杉　中　一　輝 ｽｷﾞﾅｶ ｶｽﾞｷ 愛　知 23歳 157.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ
43 小　林　直　椰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 千　葉 23歳 166.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
44 坂　本　陽　斗 ｻｶﾓﾄﾊﾙﾄ 東　京 19歳 167.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京
45 菱　田　郷　太 ﾋｼﾀﾞ ｷｮｳﾀ 神奈川 17歳 168.2cm ｵｰﾌﾟﾝ登録
46 津　川　尚　大 ﾂｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 北海道 22歳 169.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
47 大久保　恵　介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 神奈川 23歳 169.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川
48 宇田川　渓　介 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 神奈川 22歳 169.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 厚木神奈川
49 田　中　春　貴 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 千　葉 20歳 171.0cm 学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟
50 近　藤　大　地 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 福　岡 20歳 171.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｵｰｽﾞ
51 椎　名　拓　也 ｼｲﾅ ﾀｸﾔ 千　葉 23歳 172.0cm ｽﾎﾟｰﾂGYMﾄﾞﾘｰﾑ
52 榎　田　大　人 ｴﾉｷﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮　崎 22歳 172.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
53 佐　藤　智　紀 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 富　山 23歳 172.0cm 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場
54 吉　田　    翔 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 長　野 21歳 172.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
55 前　野　良　真 ﾏｴﾉ ﾘｮｳﾏ 大　阪 22歳 173.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
56 成　田　    平 ﾅﾘﾀﾀｲﾗ 千　葉 22歳 174.4cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京
57 栖　原　星　流 ｽﾊﾗ ｾﾅ 神奈川 18歳 176.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川
58 根　間　勇　守 ﾈﾏ ﾕｳﾏ 東　京 22歳 176.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京
59 菅　野　    秀 ｶﾝﾉ ｼｭｳ 山　形 23歳 177.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
60 竹　嶋　修　也 ﾀｹｼﾏ ｼｭｳﾔ 東　京 18歳 180.0cm ｵｰﾌﾟﾝ登録
61 三　枝　    慧 ﾐｴﾀﾞ ｱｷﾗ 兵　庫 23歳 182.4cm MAXGYM
62 角　田　憲　彦 ﾂﾉﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 愛　知 23歳 183.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ
63 大　場　    彰 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾗ 宮　城 23歳 188.0cm ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ古川

男子ボディビルジュニア 70kg超級



1名（1位入賞） 

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

1 西　村　り　え ﾆｼﾑﾗ ﾘｴ 東　京 21歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

2名（2位入賞）

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

2 国　田　海　月 ｸﾆﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 大　阪 23歳 151.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

3 柿　    夏　芽 ｶｷ ﾅﾂﾒ 神奈川 23歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口

31名（6位入賞）

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

4 車　田　篤　紀 ｸﾙﾏﾀﾞ ｱﾂｷ 東　京 23歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

5 木　下　    綾 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳ 千　葉 23歳 161.9cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

6 宍　戸　秀　徳 ｼｼﾄﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 栃　木 23歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

7 坂　本　悠　輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼　玉 23歳 163.0cm さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

8 上　田　陣　義 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝｷﾞ 東　京 23歳 163.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

9 小谷田　　　貴 ｺﾔﾀ ﾀｶｼ 東　京 22歳 164.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

10 田　畑　将　真 ﾀﾊﾀ ｼｮｳﾏ 石　川 23歳 166.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳﾞｨﾃﾝののいち

11 村　瀬　翔　真 ﾑﾗｾ ｼｮｳﾏ 東　京 23歳 167.2cm 日本体育大学ﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙ部

12 本　間　大　地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ 東　京 23歳 167.8cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

13 松　岡　諒　人 ﾏﾂｵｶ ｱｻﾄ 大　阪 23歳 168.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

14 菱　田　郷　太 ﾋｼﾀﾞ ｷｮｳﾀ 神奈川 17歳 168.2cm ｵｰﾌﾟﾝ登録

15 岡　田　竜　也 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千　葉 22歳 168.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

16 刀　根　和　輝 ﾄﾈ ｶｽﾞｷ 東　京 22歳 169.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

17 宮　﨑　一　輝 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 愛　知 23歳 169.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

18 國　本　悠　太 ｸﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡　山 20歳 169.0cm BE STRONG'GYM OLMPIA

19 陣　山　龍　皇 ｼﾞﾝﾔﾏ ﾘｭｳｺｳ 東　京 23歳 169cm ｲｰｽﾄ東京

20 星　野　拓　己 ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 京　都 22歳 169.2cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

21 中　野　雅　也 ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ 東　京 23歳 169.2cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

22 松　尾　渓　吾 ﾏﾂｵ ｹｲｺﾞ 神奈川 22歳 169.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

23 小　林　翔　人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｹﾄ 兵　庫 22歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

24 西　田　圭　吾 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 大　阪 20歳 170.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

25 木　村　賢　吾 ｷﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川 23歳 170.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

26 島　守　勇　多 ｼﾏﾓﾘ ﾕｳﾀ 北海道 22歳 170.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

27 芝　下　朋　也 ｼﾊﾞｼﾀ ﾄﾓﾔ 和歌山 22歳 170.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

28 北　澤　    優 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳ 東　京 22歳 170.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

29 嘉　成　    駿 ｶﾅﾘ ｼｭﾝ 埼　玉 21歳 170.5cm さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

30 北　坂　公　伸 ｷﾀｻｶ ｷﾐﾉﾌﾞ 東　京 21歳 171.0cm 全日本学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟

31 升　田　滉　太 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 広　島 23歳 171.2cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

32 千　葉　雄　介 ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川 22歳 171.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

33 小　林　京　慎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾝ 東　京 21歳 171.7cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

34 川　中　健　介 ｶﾜﾅｶ ｹﾝｽｹ 神奈川 21歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

第9回メンズフィジーク、第1回ビキニフィットネス、第1回ボディフィットネス
〔2022年8月7日(日) /宮城県仙台市・若林区文化センター〕

ボディフィットネス

ビキニフィットネス

メンズフィジーク　172cm 以下級



25名（6位入賞）

No. 選　手　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 都道府県 年齢 身 長 所　属　ｸ　ﾗ　ﾌﾞ

35 山　本　晴　也 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 愛　媛 23歳 172.4cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

36 小　本　進太郎 ｺﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 東　京 20歳 172.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

37 大　川　拓　真 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ 東　京 21歳 173.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

38 杉　本　大　希 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 東　京 23歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

39 立子山　健　太 ﾀﾂｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 宮　城 22歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

40 渡　辺　樹　生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 愛　知 23歳 173.2cm ﾏｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

41 藤　岡　玲　央 ﾌｼﾞｵｶ ﾚｵ 京　都 23歳 173.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

42 川　島　健　史 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼ 東　京 21歳 174.5cm 全日本学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟

43 田　中　良　汰 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 熊　本 23歳 174.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通り熊本

44 石　山　    檀 ｲｼﾔﾏ ﾀﾞﾝ 東　京 20歳 175.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

45 石　塚　尚　也 ｲｼﾂﾞｶ ﾅｵﾔ 千　葉 23歳 175.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ柏千葉

46 川　口　颯　大 ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳﾀﾞｲ 京　都 23歳 175.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

47 池　崎　拓　人 ｲｹｻﾞｷ ﾀｸﾄ 宮　城 22歳 175.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

48 小　山　将　治 ｺﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 大　阪 19歳 175.2cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

49 大　西　一　斗 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾄ 埼　玉 23歳 176.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

50 土　谷　光　暉 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｷ 東　京 19歳 176.0cm ｵｰﾌﾟﾝ登録

51 福　本　海　斗 ﾌｸﾓﾄ ｶｲﾄ 沖　縄 23歳 176.0cm 名護ｼﾞﾑ

52 八　巻　晴　太 ﾔﾏｷ ﾊﾙﾀ 神奈川 23歳 176.9cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

53 山　内　瑞　稀 ﾔﾏｳﾁ ﾐｽﾞｷ 熊　本 23歳 177.2cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

54 今　井　浩　実 ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 神奈川 23歳 179.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

55 柴　田　章　央 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｵ 大　阪 23歳 181.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

56 宮　崎　    武 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹｼ 東　京 21歳 181.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

57 山　岡　迅　矢 ﾔﾏｵｶ ﾄｷﾔ 神奈川 23歳 181.9cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

58 境　    和　也 ｻｶｲ ｶｽﾞﾔ 東　京 23歳 182.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

59 杉　山　輝　海 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾙﾐ 神奈川 22歳 184.3cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

メンズフィジーク　172cm 超級


