
2013年7月21日(日)

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級

１位 津　田　     宏（東　京） 鷲　巣　国　彦（長　野）  山　崎　岳　志（大　阪） 佐　藤　貴　規（東　京） 佐　藤　茂　男（東　京）

２位 溝　口　隆　広（静　岡） 原　　　 哲　矢（社会人） 1位 浅野喜久男（愛知） 加　藤　直　之（神奈川） 山　田　賴　一（静　岡）

３位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 河　野　智　洋（東　京） 2位 小 林 広 一（千葉） 征　矢　洋　文（長　野） 原　田　正　行（東　京）

４位 小　森　康　裕（富　山） 福　田　伸　也（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 林　　　 勇　宇（東　京） 佐　藤　大　作（鹿児島）

５位 甲　田　　　 敦（長　野） 伊　藤　一　洋（福　岡） 内　海　新　悟（秋　田） 村　重　典　昭（山　口）

６位 竹　村　敦　司（愛　知） 道　田　泰　三（大　阪） 重　岡　寿　典（山　口） 松　尾　隆太郎（千　葉）

順位 男子85kg級 男子90kg級 女子46kg級 女子49kg級 女子52kg級

１位 金　子　芳　宏（神奈川） 井　上　　　 浩（大　阪） 菅 原　佳代子（青　森） 石　澤　静　江（栃　木） 山野内　里 子（愛　知）

２位 小　田　敏　郎（愛　知） 種　村　みつき（愛　知） 久　野　礼　子（東　京） 清 水　恵理子（東　京）

３位 松　尾　泰　宏（東　京） 深　作　靖　子（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 髙 松　眞里子（東　京）

４位 河　村　秀　美（広　島） 内　海　勝　美（秋　田） 松　井　陽　子（東　京） 木　島　洋　子（東　京）

５位 東　　　 孝　宗（愛　知） 大　林　令　子（宮　城） 佐々木 真紀子（宮　城）

６位 根　津　　　 綾（社会人） 三 上　真紀子（静　岡） 小　林　奈　美（神奈川）

順位 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級

１位 足　立　晃　子（東　京） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 髙 原　佐知子（東　京）

２位 山 﨑　美喜子（東　京） 佐 藤　三佐子（東　京）

2013年8月11日(日)

順位 男　子 女　子 ボディフィットネス フィットネス

１位 小　松　慎　吾（長　野） 石　澤　静　江（栃　木） 衛 藤　佳代子（東　京） 野　田　真　奈（大　阪）

２位 重　岡　寿　典（山　口） 久　野　礼　子（東　京） 小 林　有紀子（栃　木）

３位 辻　田　　　 勲（大　阪） 湯　澤　寿　枝（栃　木） 大 森　恵美子（東　京）

４位 井　上　博　樹（大　阪） 佐 藤　美由紀（東　京） 加　福　明　子（大　阪）

５位 浅 野　喜久男（愛　知） 田　中　久　美（東　京） 伊　藤　志　江（愛　知）

６位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 大　森　樹　理（大　阪） 谷 川　千奈美（愛　知）

７位 小　田　敏　郎（愛　知） 髙 松　眞里子（東　京） 山 本　加容子（東　京）

８位 征　矢　洋　文（長　野） 種　村　みつき（愛　知） 北　原　順　子（佐　賀）

９位 郷　　　 直　樹（東　京） 大　林　令　子（宮　城） 丸　山　典　子（東　京）

10位 吉　山　潤　一（長　崎） 国　田　真　紀（大　阪） 長　島　雅　子（埼　玉）

11位 広　川　浩　二（愛　知） 船　木　郁　子（広　島） 野　沢　知　代（東　京）

12位 河　村　秀　美（広　島） 木　島　洋　子（東　京） 小　川　ジーナ（岐　阜）

順位

１位 河　村　秀　美（広　島） 船　木　郁　子（広　島）

２位 中　島　幸　忠（神奈川） 深　町　り　え（神奈川）

2013年8月25日(日)

順位 １６５cm以下級 １６８cm以下級 １７１cm以下級 １７５cm以下級 １７５cm超級

１位 原　     哲　矢（社会人） 片　岡　俊　和（岡　山） 片　川　     淳（山　口） 金　井　雅　樹（大　阪） 村　山　     元（新　潟）

２位 石　井　輝　男（東　京） 田　代　     圭（社会人） 林　     勇　宇（東　京） 田　中　良　一（大　阪） 田　口　俊　介（東　京）

３位 仲　本　智　治（大　阪） 成　田　晴　夫（千　葉） 柳　沢　伸　一（東　京） 平　木　     翔（兵　庫） 河　村　秀　美（広　島）

４位 竹　村　敦　司（愛　知） 丸　山　貴　弘（京　都） 猿　山　直　史（大　阪） 長　田　洋　一（社会人） 滝　澤　     勤（東　京）

５位 日　下　哲　也（大　阪） 田　川　栄　助（栃　木） 髙　岸　豊　治（三　重） 森　内　至　夫（大　阪） 佐　藤　弘　人（大　阪）

６位 中　西　健　一（三　重） 五十嵐　立　彦（三　重） 谷　澤　一　矢（神奈川） 五　嶋　弘　美（福　岡） 山　嵜　成　知（東　京）

順位 オーバーオール ﾍﾞｽﾄｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ賞

１位 村　山　     元（新　潟） 金　井　雅　樹（大　阪）

2013年8月25日(日)

順位 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ163cm超級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ40才以上級 ミスフィットネス

１位 衛 藤　佳代子（東　京） 山　下　由　美（宮　城） 中　村　静　香（福　島） 丹　羽　裕　子（京　都） 山　下　由　美（宮　城）

２位 小 林　有紀子（栃　木） 坂　本　愛　美（東　京） 加　福　明　子（大　阪） 遠 藤　桂生美（鳥　取） 丹　羽　裕　子（京　都）

３位 安谷屋 かおる（沖　縄） 大 森　恵美子（東　京） 山 本　加容子（東　京） 水　野　文　江（愛　知） 菊　池　智　子（大　阪）

４位 菊　池　智　子（大　阪） 太 田　美貴子（京　都） 北　野　明　美（石　川） 小 川　ジーナ（岐　阜） 竹　田　博　子（東　京）

５位 長　島　雅　子（埼　玉） 谷 川　千奈美（愛　知） 服　部　淳　子（三　重） 大　西　弘　美（福　井） 野　田　真　奈（大　阪）

６位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 谷　口　ナオミ（大　阪） 高 栄　佐規子（大　阪） 吉　谷　美　香（東　京） 岸　田　     恵（滋　賀）

日本クラス別ボディビル選手権

福岡県ボディビル・フィットネス連盟

大阪ボディビル・フィットネス連盟

大阪ボディビル・フィットネス連盟

※ 山崎選手はドーピングテスト陽性者が確定で失格

2013年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

ジヤパン・オープン選手権

オールジャパン・ミスフィットネス選手権大会

日本クラシックボディビル選手権

ミックスド・ペア

北海道ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年9月1日(日)

順位 女子チャレンジカップ 健康美158cm以下級 健康美163cm以下級 健康美163cm超級 健康美50才以上級

１位 小　嶋　成　子(神奈川) 三 船　麻里子(東　京) 太 田　美貴子(京　都) 野　田　真　奈(大　阪) 水　野　文　江(愛　知)

２位 鈴　木　宏　子(茨　城) 山　田　朝　美(静　岡) 杉 浦　能理子(京　都) 阿　部　美　早(岩　手) 遠 藤　桂生美(鳥　取)

３位 石　田　典　子(神奈川) 萩　尾　由　香(東　京) 神 谷　美由紀(岐　阜) 木　村　桂　子(京　都) 川　島　る　み(愛　知)

４位 堀　     結　華(広　島) 太　田　絵　里(長　野) 鎗　田　美　樹(東　京) 齋　藤　こずえ(埼　玉) 藤　原　成　子(兵　庫)

５位 鈴 木　たか子(東　京) 吉　谷　美　香(神奈川) 工　藤　慶　子(福　島) 鈴　木　光　代(福　島) 寺　村　美　香(北海道)

６位 常世田　秋 津(東　京) 中　村　智　子(愛　知) 楢 﨑　明日香(福　岡) 土 師　智恵美(兵　庫)
７位 岩　永　昌　子(東　京)
８位 高 橋　佐智代(大　阪)

順位 健康美オーバーオール

１位 太 田　美貴子(京　都)

2013年9月15日(日)

順位 男子40才70kg級 男子40才70kg超級 男子50才以上級 男子60才以上級 男子65才以上級

１位 仲　泊　兼　也(沖　縄) 高　木　     昇(神奈川) 片　川　     淳(山　口) 髙　岸　豊　治(三　重) 井　原　     茂(社会人)

２位 国　塚　清　久(神奈川) 猿　山　直　史(大　阪) 奥　村　武　司(大　阪) 菊　池　正　幸(宮　城) 中　野　博　之(大　阪)

３位 村　松　幸　大(埼　玉) 河　村　秀　美(広　島) 細　江　俊　郎(愛　知) 柴　田　紀　男(宮　城) 後　藤　     讓(東　京)

４位 大　庭　範　久(福　岡) 平　山　善　勝(愛　知) 中　島　幸　忠(神奈川) 石　津　永　司(東　京) 宮　崎　則　尚(三　重)

５位 仲　西　     新(沖　縄) 久保田　宏 之(社会人) 小　柴　良　介(兵　庫) 小　原　伸　夫(宮　城) 池　田　嘉　明(北海道)

６位 山　田　高　史(愛　知) 山　嵜　成　知(東　京) 竹　村　敦　司(愛　知) 辺 見　不二男(社会人) 上　田　恭　義(大　阪)

７位 大　嶺　     隆(沖　縄) 大　橋　勝　彦(宮　城) 榑　林　良　和(静　岡) 細　田　一　仁(大　阪)

８位 前　泊　春　樹(沖　縄) 儀　間　光　広(沖　縄) 日　熊　秀　盛(東　京) 高　橋　     進(愛　媛)

９位 仲　本　光　雄(沖　縄) 加　藤　　　 充(社会人) 田　場　英　一(沖　縄) 太　田　敏　彦(東　京)

10位 島　袋　直　也(沖　縄) 成　田　晴　夫(千　葉) 銭　     安　武(大　阪)

11位 中　井　大　樹(東　京) 三　部　     博(神奈川)

12位 堀　     富　雄(三　重) 永　田　英　作(愛　媛)

順位 男子70才以上級 男子75才以上級 女子40才以上級 女子50才以上級

１位 杉　尾　     忠(香　川) 金　澤　利　翼(広　島) 清 水　恵理子(東　京) 髙 松　眞里子(東　京)

２位 斉　藤　忠　男(愛　媛) 阿野田　英 生(三　重) 船　木　郁　子(広　島) 大　林　令　子(宮　城)

３位 安　部　    保(大　分) 木　村　博　男(社会人) 石　津　尚　子(東　京) 木　島　洋　子(東　京)

４位 井　上　義　信(大　阪) 小斉平　　　豊(鹿児島) 深　町　り　え(神奈川)

５位 吉　田　昌　弘(社会人) 登　坂　     勉(東　京) 古　田　圭　子(岐　阜)

６位 知　名　定　勝(沖　縄) 渡　辺　信　行(山　口) 中　西　さとみ(三　重)

７位 小　川　     智(北海道) 荒　川　正　雄(東　京)

８位 久　保　恵　政(静　岡) 森　川　     清(東　京)

９位 伊　集　盛　雄(沖　縄)

10位 鵜　飼　     勝(埼　玉)

2013年10月14日(月) 東京都港区

順位 男子の部 女子の部 ジュニア 全国高校生

１位 鈴　木　     雅(東　京) 山野内　里 子(愛　知) 村　上　勝　英(大　阪) 鈴　木　友　也(愛　知)

２位 田　代　     誠(東　京) 清 水　恵理子(東　京) 班　目　陽　一(東　京) 小　川　拓　海(埼　玉)

３位 合　戸　孝　二(静　岡) 大　澤　直　子(東　京) 池口　翔ヘンリ(茨　城) 角　田　斗　磨(青　森)

４位 山　田　幸　浩(東　京) 神　田　知　子(大　阪) 西　本　祐　也(岡　山) 佐　竹　優　典(埼　玉)

５位 須　江　正　尋(東　京) 足　立　晃　子(東　京) 柴　崎　吉　識(埼　玉) 青　木　宏　樹(群　馬)

６位 須 山　翔太郎(東　京) 髙 原　佐知子(東　京) 梅　村　将　斗(長　野) 岡　本　隆　矢(静　岡)

７位 佐　藤　貴　規(東　京) 惠　良　律　子(東　京) 吉　永　雄　哉(東　京) 七　崎　駿　輝(青　森)

８位 木　澤　大　祐(愛　知) 久　野　礼　子(東　京) 原　田　大　智(福　岡) 成　田　舜　吾(青　森)

９位 加　藤　直　之(神奈川) 愛　宕　珠　子(千　葉) 市　川　悠　道(東　京) 奥　村　大　伸(大　阪)

10位 相　川　浩　一(東　京) 廣　田　ゆ　み(愛　知) 金　本　研　一(栃　木) 福　盛　矢真人(京　都)

11位 佐　藤　茂　男(東　京) 湯　澤　寿　枝(栃　木) 小　林　     大(神奈川) 荻 野　紳太郎(東　京)

12位 林　     英　二(長　野) 田　中　久　美(東　京) 鈴　木　裕　太(千　葉) 佐　藤　穂　高(群　馬)

ベストアーティスティック賞 鈴　木　     雅(東　京) 大　澤　直　子(東　京)

モ ス ト マ ス キ ュ ラ ー賞 田　代　     誠(東　京)

日本ボディビル選手権大会

日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ選手権／ミス２１健康美大会

日本マスターズボディビル選手権大会

日本社会人ボディビル・フィットネス連盟

沖縄県ボディビル・フィットネス連盟
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