
2011年9月11日(日) 茨城県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 太 田　裕宇樹(東　京) 加　藤　　　充(社会人) 竹之内　　　正(茨　城) 高　木　　　昇(神奈川) 佐　藤　茂　男(東　京)

２位 須　貝　誠　志(東　京) 今　村　　　 敬(宮　城) 原　　　哲　矢(神奈川) 大　澤　　　 正(千　葉) 田　中　裕　也(栃　木)

３位 高　橋　勝　己(埼　玉) 小　林　　　良(神奈川) 實　方　博　士(千　葉) 山　口　　　 裕(埼　玉) 兜　森　　　 剛(神奈川)

４位 藤　谷　伸　幸(東　京) 小　林　幸　治(東　京) 内　海　新　悟(秋　田) 谷　澤　一　矢(神奈川) 大　坪　二　郎(神奈川)

５位 木　下　昭　文(東　京) 上　原　　　 清(東　京) 柳　沢　伸　一(東　京) 志々目　　　均(石　川) 長　田　洋　一(東　京)

６位 渡　辺　忠　慶(東　京) 佐　藤　　　 護(東　京) 古　越　　　 桂(長　野) 石　井　敏　明(東　京) 小　嶋　良　昭(宮　城)

７位 東　江　英　行(社会人)

８位 松　尾　泰　宏(東　京)

順位 女子50kg級 女子50kg超級 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 菅 原　佳代子(青　森) 佐々木 真紀子(宮　城) 原　　　 哲　夫(神奈川) 成　田　晴　夫(千　葉)
２位 島　田　弓　美(長　野) 長　田　千　里(新　潟) 實　方　博　士(千　葉) 加　藤　　　充(社会人)
３位 深　作　靖　子(東　京) 小　島　正　裕(社会人) 吉　田　賀　一(東　京)
４位 間　部　曜　子(神奈川) 谷　村　紀　嗣(宮　城) 福　岡　　　 淳(東　京)
５位 東　　　奈々子(東　京) 酒　井　友紀雄(東　京) 北　嶋　茂　男(茨　城)
６位 原　　　　 　　剛(長　野) 辺 見　不二男(福　島)
順位 ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨﾄﾈｽ160cm級 ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨﾄﾈｽ160cm超級

１位 菊　池　誉　子(茨　城) 山　下　由　美(宮　城)

２位 土 門　真理子(宮　城) 山　﨑　志　保(東　京)

３位 戸　谷　寿　美(個　人) 五　井　由　美(宮　城 )

４位 佐　藤　恵　美(東　京) 丸　山　典　子(東　京)

５位 衛 藤　佳代子(東　京) 野　沢　知　代(栃　木)

６位 吉　谷　美　香(東　京)

2011年9月19日(月) 宮城県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 堤　  　武　志(北海道) 菅　原　佳代子(青　森) 川　上　利　宏(宮　城) 石　澤　正　明(岩　手) 小　原　伸　夫(宮　城)

２位 内　海　新　悟(秋　田) 内　海　勝　美(秋　田) 伊　倉　知　行(岩　手) 辺 見　不二男(福　島) 三　浦　孝　司(宮　城)

３位 今　村　　　 敬(宮　城) 佐々木 真紀子(宮　城) 今　野　光　輝(宮　城)

４位 小　嶋　良　昭(宮　城) 三　浦　　　 覚(秋　田)

５位 関　谷　憲　昭(秋　田) 菅　原　瑞　廣(青　森)

６位 川　島　　　 岳(青　森) 安　田　裕　之(福　島)

７位 柴　橋　敏　明(宮　城)

８位 斉　藤　孝　治(宮　城)

９位 小　玉　則　雄(北海道)

10位 江　端　健　治(北海道)

順位 男子マスターズ65才 男子マスターズ70才 男子マスターズ75才

１位 石　井　祺　久(宮　城) 佐　藤　満　義(宮　城) 藤　原　勤　也(宮　城)

２位 海老名    　昇(青　森) 阿　部　好　法(宮　城) 津　田　哲　夫(宮　城)

2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

東日本ボディビル選手権大会

東北・北海道ボディビル選手権大会
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2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年8月21日(日) 神奈川県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 加　藤　直　之(神奈川) 深　作　靖　子（東　京） 東　田　義　弘(神奈川) 森　山　芳　久（神奈川） 後　藤　　　 讓（東　京）

２位 寺　地　進　一（東　京） 東　　　奈々子（東　京） 萩　原　　　 悟(神奈川) 吉　田　賀　一（東　京） 土　屋　みのる(神奈川)

３位 松　本　美　彦（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 鈴　木　康　克（東　京） 北　嶋　茂　男（茨　城） 石　津　永　司（東　京）

４位 大　澤　　　 正（千　葉） 鈴 木　たか子（東　京） 和　田　知　克(神奈川) 梅　崎　　　 聡(神奈川) 篠　原　信　良（東　京）

５位 吉　田　泰　士（東　京） 石　田　典　子(神奈川) 宮　野　　　 隆（埼　玉） 柴　崎　正　実（埼　玉） 三　部　　　 博(神奈川)

６位 国　塚　清　久(神奈川) 手　島　　　 敬（東　京） 清　水　研　一(神奈川) 登　坂　　　 勉（東　京）

７位 田　中　裕　也（栃　木）

８位 谷　澤　一　矢(神奈川)

９位 兜　森　　　 剛(神奈川)

10位 竹之内　　　正（茨　城）

11位 大　坪　二　郎(神奈川)

12位 大　谷　宗　貴（東　京）

順位 ジュニア ニューカマー

１位 柴　崎　吉　識（埼　玉） 兜　森　　　 剛(神奈川)

２位 木　村　　　 遼（埼　玉） 東　田　義　弘(神奈川)

３位 鈴　木　康　克（東　京）

４位 田　附　大　典(神奈川)

５位 久保田　達 也（埼　玉）

６位 松　田　裕　介(神奈川)

2011年7月17日(日) 栃木県ボディビル連盟
順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級
１位 太 田　祐宇樹（東　京） 福　田　伸　也（東　京） 小　林　　　 悟（埼　玉） 大　澤　　　 正（千　葉） 原　田　正　行（東　京）
２位 市　川　敏　明（東　京） 中　村　貴　裕（東　京） 原　　　 哲　矢(神奈川） 宇　野　賢　明（東　京） 野　口　友　彦（東　京）
３位 松　村　和　典（埼　玉） 加　藤　裕　康（東　京） 宇　野　名　訓（東　京） 桑　原　晴　彦（東　京） 見　田　達　也（東　京）
４位 原　　　 貴　明（東　京） 相　川　恵　太（東　京） 菊　池　　　 賢（東　京） 手　塚　　　 修（東　京） 兜　森　　　 剛(神奈川）
５位 小　池　直　幸（東　京） 百　瀬　良　一（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 黒　須　義　弘（栃　木）
６位 金　子　尚　史（東　京） 上　原　　　 清（東　京） 志　賀　英　介(神奈川） 石　津　永　治（東　京） 下　瀬　道　現（東　京）
７位 木　下　昭　文（東　京） 香　月　洋　輔（東　京） 萩　原　　　 悟(神奈川）
８位 栴　檀　芳　之（東　京） 田　附　大　典(神奈川） 田　口　俊　介（東　京）
順位 女子50kg級
１位 岩　永　昌　子（東　京）
２位 三本木 しのぶ（栃　木）
３位 二　瓶　永　子（埼　玉）

2011年7月17日(日) 栃木県ボディビル連盟
順位 160cm以下級 160cm超級
１位 小 林　有紀子（栃　木） 山　崎　志　保（東　京）
２位 菊　池　誉　子（茨　城） 野　沢　知　代（栃　木）
３位 衛 藤　佳代子（東　京） 大　内　和　子（東　京）
４位 中 田　奈津子（栃　木）
５位 佐　藤　恵　美（東　京）
６位 築　地　　　 郁（個　人）

関東ボディビル選手権大会

関東クラス別ボディビル選手権大会

関東ミスボディフィットネス選手権大会
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2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年8月28日(日) 東京ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 大　原　陽一郎 久　野　礼　子 小　宮　義　徳 山　川　忠　弘 石　津　永　司
２位 佐　藤　貴　規 志　村　眞　理 土　金　正　巳 吉　田　賀　一 日　熊　秀　盛
３位 松　本　美　彦 田　中　久　美 野　口　友　彦 福　岡　　　淳 篠　原　信　良
４位 山　本　昌　弘 秋　山　千香子 笠　島　英　範 伊　野　利　雄 吉　田　邦　夫
５位 佐　藤　茂　男 髙　松　眞里子 堀　井　由　人 肥　塚　隆　裕 平　野　勝　彦
６位 寺　地　進　一 木　島　洋　子 小　林　幸　治 梶　原　敬　一 永　野　　　宏
７位 大　谷　宗　貴
８位 篠　田　　　真
９位 内　田　幸　二
10位 栗　原　尚　隆
11位 原　田　正　行
12位 小　林　一　良
順位 ﾎﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm以下 ﾎﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超
１位 衛　藤　佳代子 山　崎　志　保
２位 中　村　福　子 山　本　加容子
３位 佐　藤　恵　美 丸　山　典　子
４位 成　岡　はるみ 三　宅　由　樹
５位 戸　谷　寿　美 志　田　容　子
６位 吉　谷　美　香

2011年7月31日(日) 東京ボディビル連盟
順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級
１位 太　田　祐宇樹 河　野　智　洋 宇　野　明　訓 小　宮　義　徳 文　　　国　光
２位 真　鍋　宏　光 小　川　裕一郎 菊　地　　　賢 宇　野　賢　明 寺　地　進　一
３位 市　川　敏　明 香　月　洋　輔 中　井　大　樹 石　井　敏　明 松　尾　泰　宏
４位 松　崎　辰　男 福　田　伸　也 梁　　　永　洙 手　塚　　　修 西　川　正　洋
５位 藤　谷　伸　幸 土　金　正　巳 柴　田　　　明 村　上　貴　弘 見　田　達　也
６位 須　貝　誠　志 鈴　木　理　克 小　林　幸　治 村　越　竜　次 野　口　友　彦
７位 小　池　直　幸 中　村　貴　裕 福　田　　　岳 小　林　英　樹 笠　島　英　範
８位 原　　　貴　明 後　藤　　　譲 鈴　木　康　克 田　口　俊　介
９位 木　村　博　男 池　田　正　史 向　井　裕　紀 原　田　正　行
10位 飯　田　知　明 入　江　弘　泰 石　井　　　努 渡　部　　　信
11位 金　子　尚　史 島　田　利　之 吉　田　賀　一 平　崎　雅　俊
12位 髙　嶋　　　学 松　本　健　司 手　島　　　敬
順位 女子46kg級 女子46kg超級
１位 秋　山　千香子 衛　藤　佳代子
２位 岩　永　昌　子 山　﨑　美喜子
３位 東　　　奈々子 常世田　秋　津
４位 鈴　木　たか子

2011年5月8日(日) 東京ボディビル連盟
順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級
１位 滝　沢　敏　彦 島　田　利　之 宇　野　明　訓 Pena Joseph Johann 木　村　潤　平
２位 原　    貴　明 久保田　栄　治 田子内　　　敦 米　本　卓　司 田　中　裕　介
３位 藤　川　明　利 松　本　健　司 白　石　    健 梶　山　翔　太 山　澤　圭　介
４位 橋　本　祐　樹 根　本　真　也 水　越　昌　哉 中　島　    健 長　井　弘　和
５位 髙　嶋　    学 戸　塚　順　久 飛　岡　健　太 福　田　    岳
６位 清　田　    晃 工　藤　雅　樹 小　嶋　浩　史
７位 杉　山　敏　彦 塩　坂　雄　人 伊　藤　裕　一
８位 矢　野　    功 筒　井　和　広 栗　田　智　史
９位 丸　山　信　也
順位 女　子 ミスビギナー 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上級

１位 田　中　久　美 鎗　田　美　樹 久保田　雄　司 肥　塚　隆　裕 小　杉　雅　敬
２位 岩　永　昌　子 大　原　貴　美 鈴　木　康　克 千　野　彰　久 髙　尾　正　行
３位 三　谷　美　穂 田　中　宏　明 髙　橋　則　昭 柴　田　成　人
４位 今　井　ゆか里 小笠原　　　勝 加　藤　    毅 大　城　新　順
５位 工　藤　秀　佳 笹　崎　和　直 峰　村　秀　行
６位 志　田　容　子 白　井　一　一
７位 金　子　嘉　男

東京オープンボディビル選手権

東京クラス別ボディビル選手権

東京ボディビル選手権大会
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2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年8月21日(日) 新潟県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ45才 男子マスターズ55才

１位 古　越　　　 桂(長　野) 島　田　弓　美(長　野) 鷲　巣　国　彦(長　野) 松　原　敬　之(石　川)

２位 中　込　　　 修(山　梨) 宮　本　智　子(石　川) 望　月　泰　城(山　梨) 野　口　　　 晃(新　潟)

３位 渡　部　健　一(新　潟) 寺　井　義　忠(石　川) 内　藤　久　一(新　潟)

４位 寺　井　義　忠(石　川) 三　浦　正　昌(新　潟)

５位 小　林　秀　樹(新　潟) 野　澤　茂　雄(長　野)

６位 三　浦　正　昌(新　潟) 石　見　義　則(石　川)

７位 原　　　　　　剛(長　野)

８位 城　畑　和　広(富　山)

９位 野 澤　亮太郎(山　梨)

10位 松　田　順　繁(長　野)

11位 近　藤　潤　一(新　潟)

12位 林 原　洋二郎(富　山)

2011年9月25日(日) 大阪ボディビル連盟

160cm以下級 164cm以下級 164cm超級

１位 平　田　　　 隆(京　都) 神　田　知　子(大　阪) 礒 野　かおる(兵　庫) 杉 浦　能理子(京　都) 川　島　る　み(愛　知)

２位 岩 尾　雄一郎(大　阪) 秋 山　加津美(大　阪) 谷 川　千奈美(愛　知) 木　村　まき子(京　都)
３位 増　田　卓　也(大　阪) 大　森　樹　理(大　阪) 水　野　文　江(愛　知) 大　家　恭　子(愛　知)
４位 森　　　 正　樹(京　都) 大　西　弘　美(岡　山) 太 田　美貴子(京　都)

５位 玉　井　正　宏(大　阪) 永　浜　　　 一(兵　庫) 冨　田　や　よ(愛　知)

６位 佐　藤　弘　人(大　阪) 田　岡　眞　美(三　重) 藤　原　成　子(大　阪)

７位 松　岡　　　 啓(大　阪) 大　倉　志満恵(大　阪)

８位 松　尾　幸　作(香　川) ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｼｪﾙ(長崎)

９位 猿　山　直　史(大　阪) 中　西　さとみ(三　重)

10位 小　田　敏　郎(愛　知) 松　村　京　子(大　阪)

11位 井　上　博　樹(大　阪) 大　平　由　美(香　川)

12位 神　野　裕　二(愛　知) 肥　後　純　子(京　都)

2011年8月21日(日) 静岡県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 武　田　　　 正(静　岡) 中  西   さとみ(三　重) 多治見　聡 嗣(愛　知) 高　岸　豊　治(三　重) 宮　崎　則　尚(三　重)

２位 椿　　　 幸　仁(三　重) 彦　坂　陽　子(愛　知) 平　山　善　勝(愛　知) 堀　　　 富　雄(三　重) 榑　林　良　和(静　岡)

３位 広　川　浩　二(愛　知) 彦　坂　篤　徳(愛　知) 村　松　弘　敏(静　岡) 澤　崎　泰　雄(静　岡)

４位 加　藤　　　 武(愛　知) 原　　　 正　勝(愛　知) 岩　本　義　昭(愛　知) 中　條　晴　男(愛　知)

５位 北　村　寿　邦(愛　知) 松　山　哲　也(岐　阜) 高　橋　真　治(愛　知) 勅使河原　 伸(岐　阜)

６位 平　野　貴　己(愛　知) 小野田　　　寛(愛　知) 山　西　弘　起(静　岡) 田　中　正　秀(静　岡)

７位 徳　田　克　彦(静　岡) 三ツ井　裕  之(愛　知) 島　村　淳　哉(愛　知) 森　　　 英　男(静　岡)

８位 野　田　靖　二(静　岡) 保　坂　　　 誠(静　岡) 浅　野　廣　司(三　重) 森　田　輝　夫(静　岡)

９位 細　江　俊　郎(愛　知) 池　田　佳　之(静　岡) 久　保　恵　政(静　岡)

10位 竹　村　敦　司(愛　知) 前　島　勝　也(静　岡) 成 田　新太郎(静　岡)

11位 五十嵐　立 彦(三　重) 浅　野　晃　至(愛　知) 斎　藤　久　夫(愛　知)

12位 和　田　信　彦(静　岡) 吉　岡　　　 洋(静　岡)

東海ボディビル選手権大会

西日本ボディビル選手権大会

北陸甲信越ボディビル選手権大会

ミス健康美西日本オープン
女　子男　子順位
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2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年9月4日(日) 兵庫県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 山　崎　岳　志(大　阪) 永　浜　　　 一(兵　庫) 田　中　義　法(大　阪) 北　郷　喜　昌(大　阪) 中　野　博　之(大　阪)

２位 森　　　 正　樹(京　都) 篠 原　みゆき(兵　庫) 森　本　繁　洋(兵　庫) 小　柴　良　介(兵　庫) 細　田　一　仁(大　阪)

３位 佐　藤　弘　人(大　阪) 肥　後　純　子(京　都) 山　路　康　祐(和歌山) 泉　　　 昌　弘(大　阪) 入　江　正　義(大　阪)

４位 玉　井　正　宏(大　阪) 坂　下　健　吾(兵　庫) 上　田　晋　三(大　阪) 銭　　　 安　武(大　阪)

５位 松　岡　　　 啓(大　阪) 新　井　靖　弘(兵　庫) 津　田　佳　明(京　都) 酒　井　　　 仁(大　阪)

６位 仲　本　智　治(大　阪) 福　武　敬　造(兵　庫) 宇治澤　亮 二(大　阪) 宮　越　康　裕(大　阪)

７位 嶽　　　 美　秀(兵　庫)

８位 中　野　定　明(大　阪)

９位 岩　尾　佳　毅(兵　庫)

10位 佐名木　宗 貴(大　阪)

11位 西 條　正太郎(大　阪)

12位 川　島　孝　之(京　都)

2011年8月28日(日) 京都府ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 北 川　景太朗(京　都) 嶽　　　 美　秀(兵　庫) 佐名木　宗 貴(大　阪) 田　中　良　一(大　阪) 松　岡　　　 啓(大　阪)
２位 北　郷　善　昌(大　阪) 田　中　義　法(大　阪) 松　原　繁　夫(大　阪) 大　原　健　吾(大　阪) 岸　岡　智　久(大　阪)
３位 原　　　 裕　幸(大　阪) 吉　田　倫　徳(大　阪) 坂　口　俊　司(大　阪) 花　谷　俊　明(大　阪) 佐　藤　道　郎(兵　庫)
４位 作　栄　賢　治(大　阪) 中　野　博　之(大　阪) 山　路　康　祐(和歌山) 花　房　裕　内(兵　庫) 田　野　和　也(京　都)
５位 井野川　基 知(大　阪) 南　方　大　毅(和歌山) 鯵　本　裕　英(京　都) 泉　　　 昌　弘(大　阪) 大　崎　　　 徳(大　阪)
６位 森　本　繁　洋(兵　庫) 坂　下　健　吾(兵　庫) 鎌　田　善　弘(京　都) 太　田　研　二(京　都) 高　山　　　 覚(大　阪)

2011年6月19日(日) 大阪ボディビル連盟

ミスフィットネス

160cm以下級 160cm超級 160cm超級 160cm以下級 160cm超級

１位 広　橋　鈴　代（大　阪） 加　福　明　子（個　人） 野　田　真　奈（個　人） 太 田　美貴子（個　人） 城　戸　雅　代（個　人）

２位 太 田　美貴子（個　人） 野　田　真　奈（個　人） 藤　原　成　子（個　人） 杉 浦　能理子（京　都）

３位 機　谷　礼　美（兵　庫） 城　戸　雅　代（個　人）

４位 新 井　佳津子（個　人） 岸　田　　　 恵（個　人）

５位 藤　原　成　子（個　人） 杉 浦　能理子（京　都）

６位 陳　　　 良　香（個　人）

７位 河 合　ゆみ子（個　人）

2011年7月17日(日) 岡山県ボディビル連盟
順位 男子総合 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級

１位 村　重　典　昭(山　口) 亀　家　浩　一(鳥　取) 谷　口　誠　二(鳥　取) 赤　山　　　 亨(岡　山) 村　重　典　昭(山　口)

２位 平　田　　　 玲(愛　媛) 渡　辺　紀　之(鳥　取) 片　岡　敏　徳(岡　山) 藤　原　裕　輔(岡　山)

３位 上　田　恒　夫(山　口) 太　治　憲　男(広　島) 藤　原　基　晴(岡　山) 蒲　生　亘　幸(香　川)

４位 溝　渕　晃　治(広　島) 松　本　辰　也(鳥　取) 北　野　大　輔(鳥　取) 木　下　要　介(鳥　取)

５位 市　原　康　仁(徳　島) 東　條　聡　平(徳　島) 三　好　達　郎(香　川) 藤　原　雅　巳(岡　山)

６位 森　　　 信　二(徳　島) 長　町　裕　一(岡　山) 渡　邊　　　 智(山　口)

順位 男子75kg超級

１位 越　智　啓　人(広　島)

２位 内　山　　　 操(広　島)

３位 神　田　優　作(愛　媛)

４位 粟　屋　英　一(山　口)

５位 新　田　英　明(広　島)

６位 里　村　秀　幸(広　島)

ボディフィットネス ミス健康美関西オープン
順位

中国・四国ボディビル選手権大会

関西フィットネス選手権大会

関西クラス別ボディビル選手権大会

関西ボディビル選手権大会
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2011年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2011年9月4日(日) 愛媛県ボディビル連盟

順位 男　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 福　山　慎　吾(愛　媛) 末　光　悦　志(愛　媛) 長谷部　裕 之(徳　島) 斉　藤　忠　男(愛　媛)
２位 有　馬　功　二(愛　媛) 中　川　雅　彦(愛　媛) 加　藤　有　男(愛　媛)
３位 三　好　達　朗(香　川) 蒲　生　亘　幸(香　川)

４位 新　居　大　輔(香　川) 山　縣　有　仁(愛　媛)

５位 神　田　優　作(愛　媛) 西　条　誠　人(徳　島)

６位 藍　川　陽　一(香　川) スタソリハイム (愛　媛)

７位 末　光　悦　志(愛　媛)
８位 平　田　　　 玲(愛　媛)
９位 竹　本　直　央(愛　媛)
10位 中　川　雅　彦(愛　媛)

2011年9月19日(月) 鹿児島県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 今　村　拓　夫(鹿児島) 中　村　ひとみ(福　岡) 畠　中　洋　介(鹿児島) 西　田　哲　也(鹿児島)

２位 峠　田　卓　也(宮　崎) 深 町　眞由美(福　岡) 立　喰　京　隆(宮　崎) 川　口　　　順(鹿児島)

３位 黒　木　政　利(宮　崎) 海老原　　　充(鹿児島) 奥　田　裕　久(鹿児島)

４位 佐　藤　大　作(鹿児島) 吉　留　宏　輝(鹿児島) 小斉平　　　豊(鹿児島)

５位 穂　積　　　 晃(長　崎) 米　倉　敏　幸(鹿児島) 松　村　仁　志(鹿児島)

６位 大　庭　範　久(福　岡) 外屋敷　秀 弘(宮　崎) 岩　本　省　三(福　岡)

７位 谷ノ口 昭太郎(宮　崎) 辻　川　信　介(長　崎)

８位 佐　藤　浩　慈(長　崎)

９位 西　村　公　行(鹿児島)

10位 今　井　良　平(長　崎)

2011年8月7日(日) 福岡県ボディビル連盟

順位 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級 女　子

１位 峠　田　卓　也(福　岡) 新　原　早　登(鹿児島) 今　村　拓　夫(鹿児島) 佐　藤　浩　慈(長　崎) 中　村　ひとみ(福　岡)

２位 山　部　智　生(福　岡) 永　田　満　之(長　崎) 木　下　靖　年(福　岡) 村　上　京　介(長　崎)

３位 栄　田　康　人(長　崎) 松　岡　正　貴(福　岡) 今　村　充　志(大　分) 宮　崎　晴　年(佐　賀)

４位 菅　崎　篤　史(長　崎) 立　喰　京　隆(宮　崎) 槌　田　秀　二(熊　本) 荒　巻　好　伸(佐　賀)

５位 安　部　　　 保(大　分) 谷ノ口 昭太郎(宮　崎) 平　田　和　彦(長　崎) 前　床　　　 毅(長　崎)

６位 川　口　　　 栄(長　崎) 畠　中　洋　介(鹿児島) 長　瀬　　　 怜(福　岡) 丸　形　裕　一(福　岡)

2011年8月21日(日) 長崎県ボディビル連盟

順位 男　子 男子マスターズ

１位 峠　田　卓　也(福　岡) 辻　川　信　介(長　崎)

２位 五　嶋　弘　美(福　岡)

３位 河　村　　　 崇(福　岡)

４位 山　部　智　生(福　岡)

５位 今　村　充　志(大　分)

６位 大　坪　克　也(宮　崎)

2011年9月4日(日) 日本社会人ボディビル連盟

順位 男子一般 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才 男子マスターズ65才

１位 新　井　弘　道 丹　羽　真　一 渡　辺　　　茂 石　津　永　司 井　原　　　茂

２位 渡　辺　　　茂 小　島　正　裕 矢　崎　丹　堂 松　山　　　茂 木　村　博　男

３位 桃　沢　裕　二 登　坂　文　朗 稲　益　　　稔 福　島　信　夫 登　坂　　　勉

４位 長　田　洋　一 久保田　宏　之 辺　見　不二男 中　谷　敬次郎 吉　田　昌　弘

５位 田　代　　　圭 筒　井　光　広 清　水　研　一

６位 加　藤　　　充 工　藤　修　平

７位 高　橋　幸　男

８位 丹　羽　真　一

９位 久保田　宏　之

10位 石　津　永　司

九州ボディビル選手権大会

四国ディビル選手権大会

日本社会人ボディビル選手権大会

西海ボディビル選手権大会

九州クラス別ボディビル選手権大会
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