
15名（6位入賞） 

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

1 宮　原　時　彦 ﾐﾔﾊﾗ ﾄｷﾋｺ 静　岡 54歳 157.0cm ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾊﾟｻｰｼﾞｭ

2 嶽　　　美　秀 ﾀﾞｹ ﾖｼﾋﾃﾞ 兵　庫 54歳 157.0cm MAX GYM

3 上垣外　幸　成 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾕｷﾅﾘ 大　阪 52歳 157.0cm ﾌﾟﾗｽﾜﾝ

4 溝　口　隆　広 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 静　岡 53歳 157.5cm 太陽建機ﾚﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

5 小　山　裕　介 ｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 新　潟 50歳 160.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ同好会

6 佐　藤　弘　康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 大　阪 42歳 160.0cm B&Fｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

7 中　野　雅　貴 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 岩　手 30歳 160.0cm ﾊﾟﾜｰﾊｳｽ ｺｽﾓ

8 根　本　真　也 ﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ 東　京 42歳 160.9cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ

9 吉　田　秀　一 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 富　山 62歳 161.0cm 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

10 田　中　義　法 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 大　阪 57歳 161.5cm ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾄﾗｲ

11 山　下　賢　二 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 大　阪 53歳 161.5cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

12 中　西　健　一 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁ 三　重 59歳 162.0cm ﾃﾞﾋﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

13 石　井　輝　男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 東　京 52歳 162.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

14 小　山　正　之 ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 大　阪 41歳 162.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

15 大　島　幸　生 ｵｵｼﾏ ﾕｷｵ 東　京 58歳 162.1cm ﾎﾞﾃﾞｨｿﾞｰﾝ

14名（6位入賞） 

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

16 須　貝　誠　志 ｽｶﾞｲｻﾄｼ 東　京 54歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

17 末　松　純　一 ｽｴﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京　都 46歳 164.0cm ﾊﾟﾜｰﾏﾝｼﾞﾑ

18 川　上　政　貴 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 宮　城 52歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

19 松　山　哲　也 ﾏﾂﾔﾏ ﾃﾂﾔ 岐　阜 58歳 164.0cm ISﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

20 沖　田　一　晃 ｵｷﾀ ｶｽﾞｱｷ 大　阪 33歳 164.0cm KING GYM

21 近　藤　安　弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 愛　知 44歳 164.0cm ﾊﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

22 飯　塚　勝　美 ｲｲﾂｶ ｶﾂﾐ 茨　城 53歳 164.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

23 中　村　　　仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 東　京 39歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

24 尾　形　亮　二 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 埼　玉 27歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

25 渡　部　工　兵 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳﾍｲ 東　京 34歳 165.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

26 神　野　裕　二 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 愛　知 54歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｵﾝﾓｰﾙ熱田

27 福　岡　佑　治 ﾌｸｵｶ ﾕｳｼﾞ 京　都 40歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

28 真栄里　　　光 ﾏｴｻﾞﾄ ﾋｶﾙ 山　口 25歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ山口宇部

29 三　嶋　教　夫 ﾐｼﾏ ﾉﾘｵ 東　京 32歳 165.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

12名（6位入賞） 

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

30 井　坂　真　也 ｲｻｶ ｼﾝﾔ 愛　知 42歳 166.0cm JURASSIC ACDEMY
31 丸　山　泰　正 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾏｻ 大　阪 54歳 166.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ
32 岩　谷　　　徹 ｲﾜﾔ ﾄｵﾙ 群　馬 41歳 166.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
33 田　村　龍　行 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ 京　都 46歳 167.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾃﾞｨｸﾞﾗ
34 野　下　義　信 ﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛　知 49歳 167.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
35 合　田　隆　宏 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 沖　縄 38歳 167.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
36 木　村　正　光 ｷﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 大　阪 48歳 167.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
37 徳　岡　優　生 ﾄｸｵｶ ﾕｳｷ 広　島 38歳 167.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN
38 加　藤　昌　平 ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 愛　知 47歳 167.5cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
39 小　原　靖　訓 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ 北海道 49歳 168.0cm ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ B-ONE
40 柿　沼　奨　真 ｶｷﾇﾏ ｼｮｳﾏ 神奈川 28歳 168.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
41 門　谷　　　誠 ﾓﾝﾔ ﾏｺﾄ 新　潟 46歳 168.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ同好会

2022 日本クラシックボディビル選手権大会 出場選手名簿
〔2022年8月14日(日) / 奈良県橿原市:橿原文化会館〕

【第1部】

クラシックボディビル 162cm以下級

クラシックボディビル 165cm以下級

クラシックボディビル 168cm以下級



21名（6位入賞） 

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

42 西　村　靖　征 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 長　野 47歳 168.5cm leap training gym
43 難　波　文　義 ﾅﾝﾊﾞ ﾌﾐﾖｼ 三　重 67歳 168.5cm ﾃﾞﾋﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙ同好会
44 松　本　泰　典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 東　京 55歳 168.6cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京
45 中　村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 兵　庫 33歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 新神戸兵庫
46 實　方　博　士 ｼﾞﾂｶﾀ ﾋﾛｼ 社会人 51歳 169.2cm 夷隅消防ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ
47 上　村　啓　太 ｳｴﾑﾗ ｹｲﾀ 兵　庫 32歳 169.5cm 川崎重工神戸ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
48 大　西　太　一 ｵｵﾆｼ ﾀｲﾁ 福　井 52歳 169.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
49 髙　橋　　　亘 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 東　京 40歳 169.8cm 谷野ｼﾞﾑ東京
50 清　水　栄　来 ｼﾐｽﾞ ｴｲｷ 宮　城 33歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城
51 有　門　勝　久 ｱﾘｶﾄﾞ ｶﾂﾋｻ 福　岡 56歳 170.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾋﾞｸﾄﾘｰ
52 松　田　一　希 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾂｷ 奈　良 26歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
53 新　居　大　輔 ﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ 大　阪 39歳 170.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ
54 神　浦　　　喬 ｶﾐｳﾗ ﾀｶｼ 京　都 42歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条
55 井　上　裕　章 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 静　岡 50歳 170.3cm Body Planner Rabbitcho
56 松　田　玲　士 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 東　京 61歳 170.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京
57 藤　　　正　和 ﾌｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 埼　玉 35歳 170.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
58 金　井　雅　樹 ｶﾅｲ ﾏｻｷ 大　阪 54歳 170.5cm ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞTRY
59 吉　川　幸　男 ﾖｼｶﾜ ｻﾁｵ 大　阪 43歳 170.5cm ｿﾃｨｯｸﾍﾙｽｼﾞﾑ
60 横　瀬　健　一 ﾖｺｾ ｹﾝｲﾁ 千　葉 48歳 171.0cm 君津ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
61 谷　澤　一　矢 ﾀﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 神奈川 51歳 171.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
62 小　野　幸　重 ｵﾉ ﾕｷｼｹﾞ 大　分 51歳 171.2cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

18名（6位入賞） 

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

63 野　村　政　盛 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾓﾘ 東　京 57歳 171.5cm FULL☆BLOWN
64 金　田　昭　人 ｶﾈﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 兵　庫 53歳 171.5cm 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
65 坂　本　邦　博 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 福　岡 38歳 171.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡
66 嶋　﨑　　　輝 ｼﾏｻｷ ﾋｶﾙ 　奈良 26歳 171.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
67 小　澤　亮　平 ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 27歳 172.0cm ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

68 大　平　　　靖 ｵｵﾋﾗ ﾔｽｼ 愛　知 48歳 172.2cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
69 山　崎　　　勇 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｻﾑ 愛　知 48歳 172.5cm ﾁｰﾑK
70 田　沢　春　男 ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｵ 東　京 50歳 173.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ
71 野　村　雅　之 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 兵　庫 56歳 173.0cm MAX GYM
72 桑　田　哲　平 ｸﾜﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川 28歳 173.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
73 仲　田　佳　央 ﾅｶﾀ ﾖｼｵ 奈　良 49歳 173.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
74 服　部　健太郎 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 静　岡 48歳 173.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ ﾊｯﾄﾘくん
75 横　關　裕　二 ﾖｺｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨　城 28歳 174.1cm つくばﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会
76 中　尾　昇　寛 ﾅｶｵ ｼｮｳｶﾝ 富　山 25歳 174.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
77 黒　崎　裕　幸 ｸﾛｻｷ ﾋﾛﾕｷ 東　京 38歳 174.8cm 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
78 三　島　流　平 ﾐｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 茨　城 39歳 175.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録
79 近　藤　潤　一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新　潟 43歳 175.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ
80 粟　屋　英　一 ｱﾜﾔ ｴｲｲﾁ 山口 47歳 175.4cm 岩国ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

【第2部】

クラシックボディビル 171cm以下級

クラシックボディビル 175cm以下級



10名（6位入賞） 

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

81 宮　澤　昂　大 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 長　野 30歳 175.6cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

82 市　川　正　博 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 徳　島 53歳 175.7cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

83 日　下　泰　夫 ｸｻｶ ﾔｽｵ 石　川 48歳 176.0cm GOTCHA WELLNESS

84 沢　田　利　昭 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼｱｷ 石　川 59歳 176.8cm Muscle Kingdom ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

85 河　村　秀　美 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 広　島 54歳 177.0cm 東広島ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

86 野　上　　　駿 ﾉｶﾞﾐ ｼｭﾝ 兵　庫 30歳 178.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

87 田　口　俊　介 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東　京 55歳 178.0cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

88 矢　野　勝　己 ﾔﾉ ｶﾂﾐ 大　阪 61歳 178.0cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

89 神　田　優　作 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛　媛 40歳 179.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

90 西　垣　彰　人 ﾆｼｶﾞｷ ｱｷﾄ 岡　山 31歳 180.0cm ｴｲﾌﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岡山

9名（6位入賞） 

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

91 小　島　正　裕 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 社会人 57歳 180.5cm 本多染工ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ
92 石　村　重　雄 ｲｼﾑﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川 52歳 181.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
93 山　嵜　成　知 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾘﾄﾓ 東　京 53歳 181.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京
94 髙　橋　弘　光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 京　都 33歳 181.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条
95 服　部　高　人 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾄ 静　岡 48歳 181.8cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑﾊｯﾄﾘくん
96 宮　島　海　博 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 東　京 25歳 182.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京
97 野　村　昇　平 ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 東　京 40歳 183.0cm 谷野ｼﾞﾑ
98 小　西　哲　史 ｺﾆｼ ﾃﾂｼ 滋　賀 57歳 185.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ栗東滋賀
99 岸　田　勇　輝 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 36歳 185.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

クラシックボディビル 180cm以下級

クラシックボディビル 180cm超級


