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15名

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 洞　口　佳　澄 ﾎﾗｸﾞﾁ ｶｽﾐ 東　京 29歳 151.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子東京

2 藤　原　里　恵 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴ 愛　知 33歳 152.0cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

3 瀬　野　優　子 ｾﾉ ﾕｳｺ 東　京 46歳 153.7cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

4 本　田　有希子 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷｺ 愛　知 30歳 154.0cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

5 勝　力　羽　菜 ｼｮｳﾘｷ ﾊﾅ 千　葉 22歳 154.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

6 小　原　圭　由 ｵﾊﾗ ｶﾕ 兵　庫 26歳 156.0cm Be-fit light24 川西能勢口

7 石　川　る　か ｲｼｶﾜ ﾙｶ 東　京 25歳 156.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

8 川　口　知　子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 愛　知 38歳 156.5cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

9 勝間田　節　子 ｶﾂﾏﾀ ｾﾂｺ 静　岡 43歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ御殿場静岡

10 郷　間　恵美里 ｺﾞｳﾏ ｴﾐﾘ 東　京 44歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

11 山　中　小　巻 ﾔﾏﾅｶ ｺﾏｷ 東　京 51歳 157.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

12 加　藤　明　子 ｶﾄｳ ﾒｲｺ 東　京 50歳 157.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｻｳｽ東京

13 徳　竹　優里香 ﾄｸﾀｹ ﾕﾘｶ 東　京 31歳 158.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

14 谷　田　和　希 ﾀﾆﾀﾞｶｽﾞｷ 石　川 35歳 158.0cm Muscle Kingdom

15 池　田　由　樹 ｲｹﾀﾞ ﾕｷ 東　京 52歳 158.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ

20名

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 長　沼　恵美子 ﾅｶﾞﾇﾏ ｴﾐｺ 東　京 52歳 159.5cm ｺﾞ-ﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

17 松　藤　寛　美 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾛﾐ 東　京 48歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

18 佐　藤　陽　香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 東　京 30歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

19 三　葛　真　未 ﾐｶﾂﾗ ﾏﾐ 東　京 36歳 160.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

20 久保田　有　紀 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 愛　知 36歳 160.0cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

21 瀧　源　    舞 ﾀｷﾓﾄ ﾏｲ 東　京 41歳 160.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

22 日比野　莉　沙 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｻ 東　京 35歳 161.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

23 川　口　    潤 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛　知 43歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ安城ｺﾛﾅ

24 國　本　智　世 ｸﾆﾓﾄ ﾁﾖ 東　京 38歳 161.1cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

25 伊　藤　真　実 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 東　京 46歳 161.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

26 小　山　千　春 ｺﾔﾏ ﾁﾊﾙ 神奈川 50歳 161.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

27 松　永　麗　華 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲｶ 東　京 39歳 161.8cm DOｽﾎﾟｰﾂ豊洲

28 向　    依　里 ﾑｶｲ ｴﾘ 石　川 37歳 162.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｶﾌﾟﾗｽ

29 生　川　奈　央 ﾅﾙｶﾜ ﾅｵ 愛　媛 39歳 162.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

30 林　    晴　奈 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 福　井 38歳 162.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

31 鹿　養　    香 ｶﾖｳ ｶｵﾘ 神奈川 53歳 162.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

32 荒　井　有　美 ｱﾗｲ ｱﾘﾐ 埼　玉 57歳 162.3cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

33 山　下　春　菜 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ 愛　知 33歳 162.7cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

34 田　上　舞　子 ﾀﾉｳｴ ﾏｲｺ 東　京 34歳 163.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

35 志　水　佐　和 ｼﾐｽﾞ ｻﾜ 東　京 53歳 163.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

フィットモデル 163cm以下級

2022年度

第33回　ジャパンオープン選手権大会
第2回　日本クラシックフィジーク選手権大会

オールジャパン フィットモデル チャンピオンシップス 2022
≪2022年9月4日（日）／石川県金沢市 本多の森ホール≫

フィットモデル　158cm以下級
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20名

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

36 永　江　仁　美 ﾅｶﾞｴ ﾋﾄﾐ 石　川 31歳 164.0cm Muscle Kingdom

37 山　口　世　子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷｺ 大　阪 52歳 164.0cm ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑSPORTS

38 宮　前　亜寿香 ﾐﾔﾏｴ ｱｽｶ 広　島 47歳 164.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

39 北　山　由紀子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ 大　阪 51歳 164.3cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

40 本　池　さくら ﾓﾄｲｹ ｻｸﾗ 東　京 28歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

41 千　綿　ふ　み ﾁﾜﾀ ﾌﾐ 東　京 46歳 164.7cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

42 山　田　智　子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 京　都 47歳 164.7cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

43 黒　瀬　咲　帆 ｸﾛｾ ｻｷﾎ 大　阪 33歳 165.5cm KING GYM

44 細　田　茉　耶 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾔ 長　野 28歳 165.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

45 金　城　津奈子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾅｺ 東　京 37歳 166.0cm FULL-BLOWN

46 遊　上　久硫美 ﾕｶﾐ ｸﾙﾐ 愛　知 39歳 166.0cm ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

47 斉　藤　真　子 ｻｲﾄｳ ﾏｷｺ 東　京 43歳 167.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

48 伊　藤    　都 ｲﾄｳ ﾐﾔｺ 東　京 32歳 167.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

49 村　藤　明　子 ﾑﾗﾄｳ ｱｷｺ 富　山 45歳 170.0cm 吉田道場

50 韓　        悦 ｶﾝ ｴﾂ 東　京 30歳 171.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京(出場辞退)

51 福　島　舞　子 ﾌｸｼﾏ ﾏｲｺ 東　京 38歳 172.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

52 安　井　友　梨 ﾔｽｲ ﾕﾘ 愛　知 38歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋金山

53 道　端　カレン ﾐﾁﾊﾞﾀ ｶﾚﾝ 東　京 43歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

54 田　中　亜　衣 ﾀﾅｶ ｱｲ 福　井 37歳 175.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

55 平　沼　朋　実 ﾋﾗﾇﾏ ﾄﾓﾐ 兵　庫 29歳 177.2cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

24名

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

56 川　村　健太郎 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛　知 28歳 157.6cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ金山

57 渡　邉　怜　央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 千　葉 24歳 162.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

58 梅　原　悠　輝 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳｷ 埼　玉 27歳 162.3cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

59 小谷田　　　貴 ｺﾔﾀ ﾀｶｼ 東　京 22歳 162.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

60 小　山　正　之 ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 大　阪 41歳 162.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

61 佐　藤　範　和 ｻﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 東　京 51歳 162.8cm 赤羽ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

62 百　瀬　晴　康 ﾓﾓｾ ﾊﾙﾔｽ 神奈川 27歳 163.0cm 神奈川ｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾑ横浜

63 都　築　悠　真 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 愛　知 24歳 163.5cm 一宮ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

64 真栄里　　　光 ﾏｴｻﾞﾄ ﾋｶﾙ 山　口 25歳 164.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ山口宇部

65 齋　藤　智　也 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 静　岡 24歳 165.0cm M&Fｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

66 野　中　直　紀 ﾉﾅｶ ﾅｵｷ 東　京 32歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

67 近　藤　忠　勝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｶﾂ 神奈川 46歳 165.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

68 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

69 赤　坂　    順 ｱｶｻｶ ｼﾞｭﾝ 神奈川 57歳 166.0cm ｽﾎﾟｰﾂﾏｲﾝﾄﾞ寒川

70 清　水　佑　郷 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 山　梨 34歳 166.0cm 山　梨ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ連盟

71 倉　畑　悠　人 ｸﾗﾊﾀ ﾕｳﾄ 東　京 29歳 166.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

72 仲　間　翔太朗 ﾅｶﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 東　京 26歳 167.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

73 毛　利　智　明 ﾓｳﾘ ﾄﾓｱｷ 愛　知 25歳 167.5cm 豊橋ﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙ同好会

74 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

75 小　西　健　太 ｺﾆｼ ｹﾝﾀ 東　京 28歳 167.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

76 森　田　純一郎 ﾓﾘﾀｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東　京 26歳 167.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京(出場辞退)

77 王　    ニ　ン ﾜﾝ ﾆﾝ 東　京 24歳 168.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

78 内　山　利　貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｷ 新　潟 32歳 168.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

79 兼　村　修　平 ｶﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 新　潟 33歳 168.1cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

フィットモデル　163cm超級

クラシックフィジーク 163cm以下級
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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

80 吉　田　賢　成 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞｮｳ 東　京 27歳 168.9cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

81 木　下　藤吉郎 ｷﾉｼﾀ ﾄｳｷﾁﾛｳ 静　岡 26歳 169.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

82 山　本　倫　也 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ 愛　知 27歳 169.0cm PUMPﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

83 五味原　　　領 ｺﾞﾐﾊﾗ ﾚｲ 東　京 25歳 169.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

84 佐　藤　拓　斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 岐　阜 31歳 169.1cm BMD GYM

85 小　泉　惠太郎 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾀﾛｳ 東　京 29歳 169.6cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

86 畑　    恒　平 ﾊﾀ ｺｳﾍｲ 東　京 29歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

87 宮　野　泰　支 ﾐﾔﾉ ﾀｲｼ 東　京 27歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

88 持　田　教　利 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 28歳 170.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

89 安　東　雅　喬 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 神奈川 35歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

90 鳥　谷　    剣 ﾄﾘﾀﾆ ﾂﾙｷﾞ 東　京 35歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子

91 浅　野　和　也 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾔ 東　京 36歳 170.9cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

92 川　﨑　友　昭 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｱｷ 東　京 22歳 171.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

93 水　田　吉　優 ﾐｽﾞﾀ ﾖｼﾏｻ 東　京 31歳 171.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

94 竹　原　宗　哉 ﾀｹﾊﾗ ｿｳﾔ 岡　山 25歳 171.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

95 久保田　真　介 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｽｹ 愛　知 38歳 171.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

23名

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

96 佐　村　直　紀 ｻﾑﾗ ﾅｵｷ 東　京 24歳 171.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

97 田　原　清　光 ﾀﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ 東　京 55歳 171.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

98 井　出　萬　里 ｲﾃﾞﾏｻﾄ 神奈川 40歳 171.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ湘南神奈川

99 山　路　康　祐 ﾔﾏｼﾞ ｺｳｽｹ 和歌山 51歳 172.0cm 筋ﾄﾚ道場ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

100 森　　　信　太 ﾓﾘ ｼﾝﾀ 千　葉 24歳 172.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京(出場辞退)

101 喜　納　穂　高 ｷﾅ ﾎﾀﾞｶ 東　京 27歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

102 桑　田　哲　平 ｸﾜﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川 28歳 173.1cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

103 新　井　風　雅 ｱﾗｲ ﾌｳｶﾞ 京　都 26歳 173.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

104 庄　村　    聖 ｼｮｳﾑﾗ ｻﾄﾙ 埼　玉 27歳 173.4cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ埼玉ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

105 小　坂　寛　人 ｺｻｶ ﾋﾛﾄ 北海道 28歳 173.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

106 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

107 川　﨑　友　大 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 東　京 30歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子東京

108 澤　邊　    駿 ｻﾜﾍﾞ ｼｭﾝ 東　京 25歳 174.0cm GOLD GYM ｻｳｽ東京

109 内　田　    貴 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 東　京 50歳 174.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

110 横　關　裕　二 ﾖｺｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨　城 28歳 174.2cm つくばﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

111 酒　井　    翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 東　京 36歳 174.5cm GOLD GYM ｻｳｽ東京

112 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

113 辻　    大　成 ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ 東　京 25歳 174.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

114 高　山　寛　史 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 東　京 22歳 174.5cm 全日本学生ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ連盟

115 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

116 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

117 今 岡 ｸﾜｼﾏｯｸｽｳｪﾙ ｲﾏｵｶ ｸﾜｼﾏｯｸｽｳｪﾙ 東　京 24歳 175.0cm GGｳｴｽﾄ東京

118 安　倍　健　登 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ 東　京 30歳 175.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

クラシックフィジーク 171cm以下級

クラシックフィジーク 175cm以下級
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21名

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

119 宇賀神　　　遼 ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾘｮｳ 神奈川 26歳 174.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

120 村　井　　信龍 ﾑﾗｲ ｼﾝﾘｭｳ 東　京 31歳 175.6cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

121 大　崎　瑛　人 ｵｵｻｷ ｴｲﾄ 東　京 33歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

122 笹　原　功　貴 ｻｻﾊﾗ ｺｳｷ 神奈川 29歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口

123 卯　月　大　登 ｳﾂﾞｷ ﾔﾏﾄ 東　京 30歳 177.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

124 後　藤　    崇 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 東　京 39歳 177.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

125 宮　尾　    翼 ﾐﾔｵ ﾂﾊﾞｻ 大　阪 24歳 177.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

126 大久保　拓　弥 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 東　京 32歳 177.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

127 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

128 齋　藤　勇　貴 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮　城 29歳 178.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

129 長谷川　　　奨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｽｸ 東　京 25歳 178.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

130 庭　野　大　士 ﾆﾜﾉ ﾀｲｼ 東　京 28歳 178.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

131 杉　本　峻　祐 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 大　阪 34歳 179.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

132 石　川　    毅 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 神奈川 31歳 180.0cm 神奈川厚木ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ

133 長　井　寛　幸 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 東　京 41歳 180.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

134 春　田　崇　博 ﾊﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 38歳 181.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

135 角　山　克　也 ｶｸﾔﾏ ｶﾂﾔ 神奈川 50歳 181.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

136 蒲　原　将　吾 ｶﾝﾊﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ 神奈川 23歳 182.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

137 白　井　寛　人 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 静　岡 29歳 183.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

138 上　田　夢　希 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 東　京 26歳 183.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

139 川　井　弘　太 ｶﾜｲ ｺｳﾀ 山　梨 24歳 184.0cm 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

5組

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

吉　岡　美　里 ﾖｼｵｶ ﾐｻﾄ 神奈川 29歳 152.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

吉　岡　賢　輝 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾃﾙ 神奈川 27歳 164.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

臼　井　美　佳 ｳｽｲ ﾐｶ 石　川 48歳 158.0cm GOTCHA!WELLNESS

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

中　原　舞　春 ﾅｶﾊﾗ ﾏﾊﾙ 神奈川 27歳 159.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

持　田　教　利 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 28歳 170.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

中　村　由希絵 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｴ 神奈川 40歳 160.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

中　村　    馨 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ 神奈川 40歳 163.6cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

韋　    笑　笑 ｳｪｲ ｼｮｳｼｮｳ 埼　玉 29歳 164.0cm ﾍﾞﾙｸｽｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ草加谷塚

王　    旭　東 ｵｳ ｷｮｸﾄｳ 埼　玉 40歳 172.7cm ﾍﾞﾙｸｽｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ草加谷塚
144

143

ミックスドペア

142

141

140

クラシックフィジーク 175cm超級
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20名

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

145 近　田　裕　美 ﾁｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 大　阪 49歳 147.6cm ｼﾞｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

146 柴　田　栄　子 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｺ 東　京 51歳 150.6cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

147 中　井　恭　子 ﾅｶｲ ｷｮｳｺ 京　都 52歳 154.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

148 石　井　ゆき子 ｲｼｲﾕｷｺ 東　京 58歳 155.0cm 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

149 山　田　美　紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 石　川 48歳 157.0cm ｴｲﾑｵﾘﾝﾋﾟｱﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

150 前　田　恵　利 ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ 東　京 26歳 157.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

151 徳大寺　真　弥 ﾄｸﾀﾞｲｼﾞ ﾏﾔ 兵　庫 39歳 157.5cm ﾌｨｯﾄﾈｽ個人登録

152 大　津　    綾 ｵｵﾂ ｱﾔ 神奈川 45歳 157.5cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

153 篠　原　ゆかり ｼﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼　玉 44歳 158.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

154 福　島　千　尋 ﾌｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 石　川 35歳 158.6cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑｶﾌﾟﾗｽ

155 豊　川　安　枝 ﾄﾖｶﾜ ﾔｽｴ 大　阪 36歳 158.9cm ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑsports

156 栫　    久　美 ｶｺｲ ｸﾐ 京　都 42歳 159.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

157 安　田　千　秋 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 兵　庫 37歳 160.5cm MAX GYM

158 大　岩　典　子 ｵｵｲﾜ ﾉﾘｺ 愛　知 60歳 161.0cm 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

159 斉　野　陽　子 ｻｲﾉ ﾖｳｺ 東　京 56歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

160 金　光　亜　紀 ｶﾈﾐﾂ ｱｷ 大　阪 37歳 161.5cm KING GYM

161 齋　藤　優　子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 栃　木 48歳 162.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｽﾊﾟﾚｱ宇都宮

162 中　井　美　早 ﾅｶｲ ﾐｻ 東　京 33歳 163.3cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

163 海江田　由美子 ｶｲｴﾀﾞ ﾕﾐｺ 神奈川 48歳 164.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

164 竹　下　明　子 ﾀｹｼﾀ ｱｷｺ 東　京 46歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

ボディフィットネス
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35名

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

165 永　岡　友里恵 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｴ 千　葉 33歳 149.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

166 松　尾　友喜子 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ 京　都 54歳 151.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

167 片　山　めぐみ ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 愛　媛 39歳 151.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜愛媛

168 吉　岡　美　里 ﾖｼｵｶ ﾐｻﾄ 神奈川 29歳 152.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

169 加　藤　淳　子 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮　城 56歳 152.4cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

170 林　    文　歌 ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ 北海道 40歳 152.5cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

171 荻　島　順　子 ｵｷﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東　京 54歳 152.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ

172 中　村　さやか ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 大　阪 43歳 155.5cm ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑｽﾎﾟｰﾂ

173 深　作　靖　子 ﾌｶｻｸ ﾔｽｺ 東　京 62歳 156.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｳｴｽﾄ東京

174 福　井　広　美 ﾌｸｲ ﾋﾛﾐ 愛　知 55歳 156.5cm ﾁｰﾑKﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

175 吉　田　千映子 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｺ 神奈川 52歳 156.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜上星川

176 矢　野　かずみ ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 東　京 51歳 156.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

177 髙　松　眞里子 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾘｺ 東　京 69歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｲｰｽﾄ東京

178 堂　山　明　美 ﾄﾞｳﾔﾏ ｱｹﾐ 愛　知 57歳 157.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ名古屋熱田

179 石　井　さやか ｲｼｲ ｻﾔｶ 神奈川 42歳 157.2cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

180 石　渡　美弥子 ｲｼﾜﾀ ﾐﾔｺ 東　京 55歳 157.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｲｰｽﾄ東京

181 鴛　渕　奈津子 ｵｼﾌﾞﾁ ﾅﾂｺ 大　阪 54歳 157.7cm ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑB&F

182 春　日　千　春 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾙ 長　野 59歳 157.8cm MAP-J TRIBE

183 清　水　洋　子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 愛　知 46歳 158.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

184 星　宮　有智子 ﾎｼﾐﾔ ｳﾁｺ 京　都 52歳 158.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

185 安　田　敦　子 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｺ 東　京 48歳 159.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

186 中　原　舞　春 ﾅｶﾊﾗ ﾏﾊﾙ 神奈川 27歳 159.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

187 長　田　千　里 ｵｻﾀﾞ ﾁｻﾄ 新　潟 47歳 160.0cm 長岡ﾊﾞｰﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ

188 佐々木　真紀子 ｻｻｷ ﾏｷｺ 宮　城 59歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

189 弥　陀　ミチル ﾐﾀﾞ ﾐﾁﾙ 埼　玉 56歳 160.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ東浦和

190 吉　川　千　周 ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 兵　庫 54歳 161.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸

191 阪　森　香　理 ｻｶﾓﾘ ｶｵﾘ 兵　庫 51歳 162.0cm MAX GYM

192 萩　原　丈　巳 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾐ 山　梨 53歳 162.8cm 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ&ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

193 中　島　千　春 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 東　京 46歳 162.9cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録(出場辞退)

194 椛　澤　幸　子 ｶﾊﾞｻﾜ ｻﾁｺ 東　京 50歳 163.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

195 吉　原　万寸美 ﾖｼﾊﾗ ﾏｽﾐ 愛　知 58歳 163.0cm 廣田ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

196 韋　    笑　笑 ｳｪｲ ｼｮｳｼｮｳ 東　京 29歳 164.0cm ﾍﾞﾙｸｽｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ草加谷塚

197 今　川　恵　美 ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 京　都 33歳 166.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条店

198 原　田　理　香 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｶ 広　島 47歳 167.8cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

199 四　方　千　枝 ｼｶﾀ ﾁｴ 京　都 47歳 168.0cm ｺﾞｰﾙｼﾞﾑ京都二条
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200 杉　中　一　輝 ｽｷﾞﾅｶ ｶｽﾞｷ 愛　知 23歳 158.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

201 岩　尾　佳　毅 ｲﾜｵ ﾖｼﾀｶ 兵　庫 49歳 159.0cm 尼崎ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

202 森　川　諒　也 ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳﾔ 大　阪 27歳 162.7cm ｿﾃｨｯｸﾍﾙｽｼﾞﾑ

203 河　野　智　洋 ｺｳﾉ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 56歳 163.0cm ﾀﾌﾈｽ

204 西　田　鈴一郎 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｲﾁﾛｳ 東　京 32歳 163.0cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

205 荒　木　鷹　紀 ｱﾗｷ ﾀｶﾉﾘ 埼　玉 34歳 163.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑさいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

206 村　松　幸　大 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾋﾛ 埼　玉 56歳 163.5cm ｳｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

207 吉　岡　賢　輝 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾃﾙ 神奈川 27歳 164.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

208 後　藤　翼　空 ｺﾞﾄｳ ﾀｽｸ 愛　知 24歳 164.5cm King muscleﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

209 内　野　    充 ｳﾁﾉ ﾐﾂﾙ 埼　玉 42歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

210 野　中　直　紀 ﾉﾅｶ ﾅｵｷ 東　京 32歳 165.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

211 加　藤　    佳 ｶﾄｳ ｹｲ 北海道 45歳 166.0cm ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑB-ONE

212 秋　山　宗太郎 ｱｷﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 東　京 35歳 166.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

213 征　矢　洋　文 ｿﾔ ﾋﾛﾌﾐ 長　野 51歳 166.0cm MAP-J TRIBE

214 岩　谷　    徹 ｲﾜﾔ ﾄｵﾙ 群　馬 41歳 166.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

215 井　上　力　輝 ｲﾉｳｴ ﾘｷ 京　都 24歳 166.8cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

216 村　上　勝　英 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾋﾃﾞ 大　阪 31歳 167.0cm ﾏｸﾞﾅﾑﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ

217 五十嵐　　　徹 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 群　馬 39歳 167.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

218 土　金　正　巳 ﾂﾁｶﾈ ﾏｻﾐ 東　京 54歳 168.0cm 成増ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

219 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

220 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

221 石　坂　恵　一 ｲｼｻﾞｶ ｹｲｲﾁ 石　川 38歳 170.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録

222 三　井　一　訓 ﾐｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東　京 37歳 170.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

223 持　田　教　利 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 28歳 170.0cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

224 清　水　隆太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東　京 28歳 170.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

225 近　藤　公　利 ｺﾝﾄﾞｳ ｷﾐﾄｼ 山　梨 32歳 170.6cm 山梨小瀬B&F同好会

226 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

227 生　稲　悦　宏 ｲｸｲﾈ ﾖｼﾋﾛ 社会人 49歳 171.0cm ㈲ｼｭﾀｰﾙ精密ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙｸﾗﾌﾞ

228 川　﨑　友　昭 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｱｷ 東　京 22歳 171.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子東京

229 寺　山　    諒 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 東　京 27歳 171.4cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子東京(出場辞退)

230 木　戸　優　規 ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 東　京 32歳 172.0cm ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ個人登録(出場辞退)

231 王　    旭　東 ｵｳ ｷｮｸﾄｳ 埼　玉 40歳 172.7cm ﾍﾞﾙｸｽｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ草加谷塚

232 江　川　裕　二 ｴｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 広　島 39歳 173.0cm ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑWIN

233 齊　藤　幸　太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 山　梨 37歳 173.0cm 小瀬B&F同好会

234 井　口　俊　晃 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 東　京 29歳 173.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ八王子

235 川　﨑　友　大 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 東　京 30歳 173.5cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ 八王子東京

236 澤　邊　    駿 ｻﾜﾍﾞ ｼｭﾝ 東　京 25歳 174.0cm GOLD GYM ｻｳｽ東京

237 横　關　裕　二 ﾖｺｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨　城 28歳 174.2cm つくばﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

238 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

239 高　橋　洋　介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 愛　知 25歳 176.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

240 川　崎　一　輝 ｶﾜｻｷｶﾂﾞｷ 神奈川 34歳 177.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横須賀神奈川

241 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

242 齋　藤　勇　貴 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮　城 29歳 178.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ仙台宮城

243 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

244 白　井　大　樹 ｼﾗｲ ﾀﾞｲｷ 東　京 33歳 178.2cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝﾌﾟﾚｲ

245 荒　川　翔　哉 ｱﾗｶﾜ ｼｮｳﾔ 三重県 27歳 178.5cm ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑkenkodo

246 芳　賀　涼　平 ﾊｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川 29歳 179.0cm ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜上星川

247 丸　山　将　之 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 長　野 35歳 180.0cm MTG

248 大久保　徳　雄 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｵ 愛　知 44歳 180.0cm ｼﾞｭﾗｼｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

249 春　田　崇　博 ﾊﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 38歳 181.5cm 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

250 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
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