
2017年8月20日(日)

順位 男子ボディビル ミスボディフィットネス 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 鳴　海　 　 俊（北海道） 川　島　 　 岳（青森県） 斉　藤　 　 興（北海道） 大　野　啓　司（北海道）

２位 蛯　名　圭　路（青森県） 佐　藤　公　一（青森県） 今　野　光　輝（宮城県）

３位 小　原　靖　訓（北海道） 菊　地　和　信（岩手県） 北　林　有　也（北海道）

４位 福　嶋　亮　太（宮城県）

５位 小　玉　則　雄（北海道）

６位 川　島　 　 岳（青森県）

７位 野　呂　邦　明（北海道）

８位 大　石　純　平（秋田県）

順位 男子マスターズ65才以上級 男子マスターズ70才以上級 フィットネスビキニ ミスボディフィットネス

１位 関　谷　広　夫（秋田県） 池　田　嘉　明（北海道） 大　渡　美　咲（宮城県） 小　林　秀　子（北海道）

２位 小　川　　  智（北海道） 石　井　彩　子（北海道） 川　上　由美子（北海道）

３位 荒　谷　　  昇（岩手県） 大　宮　寿　子（北海道） 青　木　永　枝（北海道）

４位 宮　腰　陽　子（宮城県） 加　藤　淳　子（宮城県）

５位 宮　村　真　紀（北海道） 船　橋　由　美（青森県）

６位 小　林　秀　子（北海道）

172cm以下級 172cm超級

１位 原　田　    潤（北海道） 永　友　達　大（北海道）

２位 呉　    英　理（北海道） 小　澤　亮　平（北海道）

３位 梅　川　    亮（北海道） 山　口　浩　生（北海道）

４位 長　江　智　章（北海道） 会　田　崇　雄（北海道）

５位 駒　澤　球　一（青森県） 千　葉　裕　人（宮城県）

６位 野　澤　    学（北海道） 斎　藤　翔　吾（北海道）

2017年7月29日(土)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 大　谷　宗　貴（東　京） 石　井　ゆき子（東　京） 田　辺　     晃（東　京） 松　本　泰　典（東　京） 坂　本　雅　己（千　葉）

２位 白　井　大　樹（東　京） 渡 部　みゆき（神奈川） 小　出　竜　秋（埼　玉） 松　田　玲　士（東　京） 木　村　博　男（東　京）

３位 三　井　一　訓（東　京） 湯 浅　有希子（神奈川） 城 口　憲二郎（埼　玉） 宮　田　勝　実（東　京） 伊　神　光　男（東　京）

４位 大　坪　二　郎（神奈川） 手　塚　     修（東　京） 小　島　正　裕（千　葉） 田　中　好　光（東　京）

５位 渡　部　工　兵（東　京） 石　井　克　昌（東　京） 藤　川　達　司（東　京） 藤　島　宏　章（東　京）

６位 梁　     永　洙（東　京） 内　田　博　之（神奈川） 堀　井　由　人（東　京）

７位 河　野　智　洋（東　京） 山　本　     崇（茨　城） 山　本　一　郎（埼　玉）

８位 国　塚　清　久（神奈川） 堀　切　保　生（神奈川） 赤　坂　    順（神奈川）

９位 百木田　将 広（神奈川） 吉　田　英　樹（神奈川）

10位 野　中　直　紀（東　京） 内　田　育　雄（東　京）

11位 篠　田　     真（東　京） 金　澤　和　弥（東　京）

12位 松　村　和　典（埼　玉） 西　條　泰　記（東　京）

順位 ニューカマー ジュニア ミスボディフィットネス

１位 柿　沼　奨　真（東　京） 柿　沼　奨　真（東　京） 弥　陀　ミチル（埼　玉）
２位 城　口　憲二郎（埼　玉） 清　水　友　介（東　京） 矢　野　かずみ（東　京）

３位 三賀森　　　敦（東　京） 宮　島　海　博（東　京） 沼　田　初　恵（神奈川）

４位 宮　島　海　博（東　京） 松　浦　みゆき（神奈川）

５位 比留間　健太郎（埼　玉） 野　沢　知　代（東　京）
６位 早　山　文　悟（東　京） 加　藤　明　子（東　京）
７位 堀　切　保　生（神奈川） 占　野　佳　子（東　京）
８位 西　垣　彰　人（神奈川）

９位 笹　川　勝　司（神奈川）

10位 成　田　     拓（神奈川）

２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

関 東 選 手 権 大 会

東北・北海道選手権大会

茨城県ボディビル・フィットネス連盟

メンズフィジーク
順位

北海道ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年7月9日(日)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 松　村　和　典（埼　玉） 鈴　木　理　克（東　京） 河　野　智　洋（東　京） 佐　藤　正　吾（東　京） 外　村　　 　修（東　京）

２位 真　島　洋　一（東　京） 田　辺　　 　晃（東　京） 三　井　一　訓（東　京） 藤　代　　　 亮（東　京） 兜　森　　　剛（神奈川）

３位 溝呂木　雅 之（東　京） 大　石　将　寛（東　京） 木　村　駿　介（東　京） 小　野　真　一（千　葉） 武　井　郁　耶（東　京）

４位 井　上　博　紀（東　京） 宮　田　勝　実（東　京） 佐　藤　真　也（栃　木） 田　丸　博　朗（個　人） 市　川　悠　道（東　京）

５位 山　木　和　弘（東　京） 中　井　太　一（東　京） 田　平　侑　磨（東　京） 小　川　孝　平（東　京） 卯　月　大　登（茨　城）

６位 早　山　文　悟（東　京） 田　原　清　光（東　京） 百木田　将 広（神奈川） 石　井　克　昌（東　京） 野　村　政　盛（東　京）

７位 飯　田　知　明（東　京） 中　村　 　　仁（東　京） 松　坂　博　文（東　京） 手　塚　　　修（東　京） 堀　内　　　誠（東　京）

８位 進　藤　大　靖（神奈川） 大　関　　 　淳（埼　玉） 加　藤　陽　一（埼　玉） 雨 谷　浩一郎（東　京） 内　田　　 　貴（東　京）

９位 北　島　康　平（埼　玉） 坪　井　　　優（神奈川） 岩　橋　那　雄（東　京） 小　湊　理　喜（東　京） 小　島　正　裕（千　葉）

10位 須　貝　誠　志（個　人） 赤　坂　　　順（神奈川） 城 口　憲二郎（埼　玉） 小　出　竜　秋（埼　玉） 鈴　木　隼　人（神奈川）

順位 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm超級

１位 沼　田　初　恵（神奈川） 椛　澤　幸　子（東　京）

２位 石　井　ゆき子（東　京） 湯 浅　有希子（神奈川）

３位 宮　前　幸　子（個　人） 竹　内　令　子（東　京）

４位 松 浦　みゆき（神奈川）

2017年7月30日(日)

順位 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ

１位 高　橋　勝　己（東　京） 林　　　賢一郎（埼　玉） 大　島　健一郎（埼　玉） 波　多　広　大（神奈川） 大 島　健一郎（埼　玉）

２位 中　村　     弘（茨　城） 根　岸　十　勝（埼　玉） 大　迫　洋次郎（東　京） 植　村　     明（東　京） 波　多　広　大（神奈川）

３位 上　田　孝　道（東　京） 持　田　教　利（神奈川） 小　川　祐　樹（東　京） 秋　山　信　之（千　葉） 林　　　賢一郎（埼　玉）

４位 宋　     太　一（東　京） 吉　野　智　也（神奈川） 山　形　秀　幸（栃　木） 茂　見　祥　平（東　京） 高　橋　勝　己（東　京）

５位 高　岡　尚　裕（東　京） 徳　田　雄　亮（神奈川） 吉　川　大　輝（栃　木） 伊　藤　喜　剛（東　京） 船　本　康　晴（埼　玉）

６位 西　田　聖　彦（東　京） 吉　田　健太郎（神奈川） 鈴　木　幹　二（茨　城） 中　田　祐　介（埼　玉）

７位 石　田　元　樹（埼　玉） 佐　伯　知　哉（東　京） 大　澤　     匠（埼　玉） 佐　藤　亮　二（東　京）

８位 加　藤　匡　一（神奈川） 椎　橋　英　治（神奈川） 公　文　     誠（東　京） 登　坂　文　朗（社会人）

９位 三　浦　     剛（埼　玉） 福　島　周　平（神奈川） 栁　田　旬　一（神奈川） 井上 ｼﾞｭﾆｱｵﾘｳﾞｪｲﾗ（神奈川）

10位 鈴　木　一　真（神奈川） 関　根　     綾（東　京） 中　野　良　一（社会人） 富　岡　      準（埼　玉）

11位 戸　栗　大　輔（東　京） 齋　藤　貴　志（東　京） 佐久間　由 幸（神奈川） 野　田　豊　希（茨　城）

12位 棚　橋　祐　介（千　葉） 鈴　木　克　正（千　葉） 萩　原　聖　悟（神奈川） 村　田　興　平（東　京）

順位 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ ﾏｽﾀｰｽﾞ

１位 杉　山　亜　希（東　京） 鈴　木　亜砂の（東　京） 長　瀬　陽　子（東　京） 長　瀬　陽　子（東　京） 船　本　康　晴（埼　玉）

２位 石　川　瑠　夏（東　京） 潤　　　美和子（東　京） 羽　鳥　茉利絵（東　京） 鈴　木　亜砂の（東　京） 筒　井　光　広（神奈川）

３位 山　口　あずさ（埼　玉） 田　上　舞　子（東　京） 森　    弘　子（神奈川） 杉　山　亜　希（東　京） 中　村　昭　雄（東　京）

４位 森　    佳　美（茨　城） 丸　尾　美　世（東　京） 坂　本　晃　子（東　京）
５位 澁　谷　美和子（東　京） 角　田　香　織（千　葉） 杉　山　知寿子（神奈川）

６位 須　藤　理　予（神奈川） 齋　藤　優　子（栃　木） 岩　井　知　子（東　京）
７位 北　見　知　里（神奈川） 川　又　珠　実（東　京） 佐　藤　とく子（東　京）
８位 関　口　珠　美（栃　木）

９位 山　本　明　子（東　京）

10位 遠　藤　未　央（神奈川）

11位 二階堂　淳　子（東　京）

関東クラス別選手権大会

関東オープン選手権大会 茨城県ボディビル・フィットネス連盟

千葉県ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月20日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 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 横　川　尚　隆 宮　田　みゆき 石　井　輝　男 松　田　玲　士 塩　谷　勝　英

２位 白　井　大　樹 岡　田　典　子 藤　澤　    豊 松　本　泰　典 伊　神　光　男

３位 石　井　輝　男 阿　部　優　花 加　島　健　二 菊　地　    賢 木　村　博　男

４位 U gbo aja Jude Onyeka 石　渡　美弥子 手　塚　    修 原　田　正　行 藤　島　宏　章

５位 林　    勇　宇 宮　下　和　子 石　井　克　昌 渕　上　健　司 鈴　木　俊　廣

６位 大　谷　宗　貴 髙　橋　典　子 内　田　    貴 亀　田　　　浩 篠　原　信　良

７位 外　村　    修 石　井　ゆき子 萩　原　    悟 田　原　清　光

８位 渡　部　工　兵 本　多　勝　幸 宮　田　勝　実

９位 三　井　一　訓 堀　井　由　人

10位 加　瀬　幸　男 杉　山　理　理

11位 内　野　    充 藤　川　達　司

12位 土　金　正　巳 金　澤　和　弥

順位 ジュニア ニューカマー 男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm超級 フィットネスビキニ

１位 東　    将　治 木　村　駿　介 鈴　木　幸　寛 梅　田　    亮 長　瀬　陽　子

２位 海老沢　圭　吾 岩　井　    元 安　田　晴　貴 宮　崎　雄　太 鈴　木　亜砂の

３位 清　水　友　介 佐　藤　拓　児 田　中　    慶 茂　見　祥　平 川　又　珠　実

４位 千　葉　晃　樹 東　    将　治 溝　尾　元　洋 井上 ｼﾞ ｭﾆｱ ｵﾘｳﾞｪｲﾗ 藤　田　千賀子

５位 宮　島　海　博 森　岡　亮　太 森　川　将太郎 阿　部　祐　二 石　井　文　子

６位 海老沢　圭　吾 柳　田　健　輔 大　迫　洋次郎 栗原 ジャスティーン

７位 座　間　    勲 水　上　    直 羽　鳥　茉利絵

８位 飯　嶋　    亮 公　文　    誠 髙　橋　弘　子

９位 神　宮　悠　介 佐々木　　　潤 岩　井　知　子

10位 上　田　孝　道 鯨　井　    隆 内　藤　    香

11位 長　江　瑞　貴 橋　本　瑛　二 戸　澤　ま　り

12位 梶　田　遼太朗 植　村　    明 坂　本　あずさ

2017年7月16日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 関　野　浩　二 金　子　貴　宏 田　辺　    晃 三　井　一　訓 柳　    昌　永

２位 須　貝　誠　志 河　田　岳　宏 大　石　将　寛 梁　    永　洙 大　谷　宗　貴

３位 三　嶋　教　夫 石　原　    洋 衛　藤　雄　一 土　金　正　巳 小　川　孝　平

４位 髙　橋　良　典 髙　橋　勝　己 中　村　    仁 渡　部　工　兵 佐　藤　正　吾

５位 川　田　明　彦 橋　口　    薫 平　木　天　平 田　平　侑　磨 松　本　泰　典

６位 星　野　    孝 増　田　晋　策 大　川　弘　之 松　坂　博　文 藤　代　    亮

７位 藤　川　明　利 大　島　幸　生 木　村　駿　介 木　下　文　夫

８位 溝呂木　雅　之 塩　坂　雄　人 戸　塚　順　久 手　塚　    修

９位 亀　田　    浩 三賀森　　　敦 内　藤　健　二 石　井　克　昌

10位 鳥谷部　智　起 田　原　清　光 藤　川　達　司 乙　部　勝　敏

11位 永　友　憲　治 宮　田　勝　実 岩　橋　那　雄 宮　内　祐　樹

12位 米　山　裕　貴 中　井　太　一 井　戸　拓　矢 梶　田　遼太朗

158cm以下級 158cm超級 160cm以下級 160cm超級

１位 外　村　    修 石　井　ゆき子 椛　澤　幸　子 秋　山　千香子 弥　陀　ミチル

２位 松　頭　    省 川　又　祐海奈 飯　山　律　子 近　藤　潤　子 小　柳　久美子

３位 村　井　信　龍 松　田　昌　子 竹　内　令　子 矢　野　かずみ 稲　葉　清　美

４位 野　村　政　盛 齋　藤　リイ子 網　野　智世子 萩　尾　由　香 堀　切　俊　枝

５位 及　川　隆　寿 荻　沼　清　美 松　澤　    標 菊　見　万里子 占　野　佳　子

６位 小笠原　　　淳 美濃辺　美　奈 鳥　飼　京　子 岩　井　知　子

７位 原　田　正　行 鎗　田　美　樹

８位 堀　内　    誠

９位 内　田　    貴

10位 市　川　悠　道

順位
女子フィジーク ボディフィットネス

男子75kg超級

東京クラス別選手権大会

東 京 選 手 権 大 会 東京ボディビル・フィットネス連盟

東京ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年6月24日(土)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 増　田　晋　策 坂　井　善　智 小　田　一　徹 小　川　孝　平 大久保　拓　弥

２位 牧　野　仁　史 中　村　    仁 渋　川　    翔 乙　部　勝　敏 小笠原　　　淳

３位 白　石　孝　二 新井田　　　寛 戸　塚　順　久 佐　藤　    豪 和　田　    駿

４位 舟　生　卓　馬 槌　谷　尚　之 菅　原　直　人 海老沢　圭　吾 中　村　郁　真

５位 田　中　光　昭 石　原　悠　稀 村　越　貴　文 田　村　豪　輝 竹　下　徹　雄

６位 米　山　裕　貴 浅　見　拓　哉 奥　    志　哉 木　下　文　夫 宮　島　海　博

７位 三　嶋　教　夫 小　東　勇　太 坂　本　靖　紀 宮　本　康　平 木　村　陽　平

８位 南　    周　朔 平　田　龍　聖 清　水　友　介 三　門　治　彦 姜　    憲　周

９位 椙　山　大　志 寺　窪　    健 花　島　    淳 柏　原　健　太

10位 狩　野　謙　斗 水　嶋　茂　樹 安　達　仁　吾 植　原　太　地

11位 星　野　正　尊 山　下　雄　士 城　谷　崇　仁

12位 松　島　成　勇 見　城　    理 廣　田　稔　治

順位 女子フィジーク 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 椛　澤　幸　子 堀　切　俊　枝 早　山　文　悟 松　田　玲　士 小　川　順　康

２位 飯　山　律　子 鈴　木　亜砂の 本　多　勝　幸 田　原　清　光 上　野　清　一

３位 松　井　いず美 藤　田　沙弥子 田　中　和　也 野　口　直　人 清　田　良　輝

４位 玉　木　幸　子 美濃辺　美　奈 高　桑　茂　治 武　智　基　朗 峰　村　秀　行

５位 伊　藤　貴　子 波名城　ひとみ 鵜　飼　克　則 工　藤　雅　樹

６位 上　地　真　弓 信　野　千映子 渡　邉　一　宏 海　野　文　昭

７位 浅　野　淑　子 高　田　    巌 泉　    幸　二

８位 濵　松　亮　子 斉　藤　知　也 金　子　    肇

９位 金　子　愛　子 関　口　富　義

10位 菊　地　真由美 小　原　守　行

11位 菊　見　万里子 齊　藤　信　孝

12位 上　田　敦　子

2017年8月20日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク

１位 赤　澤　範　昭（広　島） 野　間　春　美（大　阪）

２位 河　村　秀　美（広　島） 国　田　真　紀（大　阪）

３位 金　井　雅　樹（大　阪） 岡　部　綾　子（福　岡）

４位 椿　　　幸　仁（長　崎） 谷　川　千奈美（愛　知）

５位 神　田　優　作（愛　媛） 山　中　智　視（香　川）

６位 江　川　裕　二（広　島） 原　口　美　幸（長　崎）

７位 赤　山　　　享（岡　山） 城　　　裕　子（広　島）

８位 三　好　達　朗（香　川） 大　倉　志満恵（大　阪）

９位 坂　本　邦　博（福　岡） 中　西　さとみ（三　重）

10位 徳　岡　優　生（広　島） 柏　原　麻　里（福　岡）

11位 片　岡　敏　徳（岡　山）

12位 五　嶋　弘　美（福　岡）

2017年8月27日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 橘　内　啓　明（石　川） 長　田　千　里（新　潟） 原　　　　  　剛（長　野） 水　宅　孝　美（長　野） 木　村　照　雄（長　野）
２位 近　藤　潤　一（新　潟） 櫻　井　藤　子（長　野） 青　山　　 　貴（新　潟） 三　浦　正　昌（新　潟） 松　原　敬　之（石　川）

３位 清　水　教　夫（富　山） 塩　沢　秀　善（長　野） 石　見　義　則（石　川） 伊　藤　勝　英（新　潟）

４位 渡　部　健　一（新　潟） 沖　野　太　郎（石　川） 木　下　利　之（長　野） 吉　本　良　夫（富　山）

５位 島　田　健　児（富　山） 西　尾　敏　治（石　川） 野　口　 　　晃（新　潟）

６位 石　黒　　　 創（新　潟） 野　澤　茂　雄（長　野） 宮　坂　 　　茂（長　野）

７位 丸　山　将　之（長　野）

８位 原　　　　  　剛（長　野）

９位 三　浦　正　昌（新　潟）

10位 津　軽　　　力（新　潟）

11位 大　井　正　人（富　山）

12位 上　原　基　彦（長　野）

東京オープン選手権大会 東京ボディビル・フィットネス連盟

西日本ボディビル・フィットネス選手権大会

北陸甲信越ボディビル選手権大会 新潟県ボディビル・フィットネス連盟

広島県ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月27日(日)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 竹　村　敦　司（愛　知） 加　藤　伸　久（愛　知） 細　江　俊　郎（愛　知） 久保田　宏 之（静　岡） 越　仮　正　敏（愛　知）

２位 彦　坂　篤　徳（愛　知） 小　林　計　成（愛　知） 久　野　裕　介（愛　知） 高　岸　豊　治（三　重） 徳　山　貴　量（岐　阜）

３位 川　上　竜　也（岐　阜） 大　角　和　平（静　岡） 中　島　雄　太（愛　知） 伊　藤　智　也（愛　知）

４位 西　川　雅　也（愛　知） 風　間　義　則（愛　知） 清　水　達　也（愛　知） 岩　田　靖　之（岐　阜）

５位 加　納　　　 勉（愛　知） 桜　山　雅　浩（愛　知） 不　破　　　 尊（岐　阜） 栗　岡　洋　一（三　重）

６位 日　高　孝　和（愛　知） 井　坂　真　也（三　重） 山　田　高　史（愛　知） 冨　川　信　二（愛　知）

順位 女子フィジーク

１位 木　村　和　美（愛　知）

２位 勝　亦　響　子（静　岡）

３位 彦　坂　陽　子（愛　知）

４位 中　西　さとみ（三　重）

５位 田　岡　眞　美（三　重）

６位 青　井　郁　佳（愛　知）

2017年7月30日(日)

順位 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ50才以上級

１位 比　嘉　　　 準（愛　知） 佐　藤　拓　斗（愛　知） 西　影　直　樹（愛　知） Saeid 　Dadjo（愛　知） 濱　田　　　 真（愛　知）

２位 水　野　雄　希（愛　知） 田　原　　　 蓮（愛　知） 山　本　流　聖（愛　知） 遠　矢　誠　幸（静　岡） 長　田　昌　秀（静　岡）

３位 明　利　洋　一（愛　知） 世　古　大　介（三　重） 栗　林　健　太（愛　知） 児　玉　大　祐（愛　知） 榑　林　　　 明（愛　知）

４位 大　加　優　斗（三　重） 竹　内　謙　治（愛　知） 國　井　鉱　治（愛　知） 浅　野　　　 真（愛　知） 楠　名　圭　治（愛　知）

５位 鈴　木　俊　正（静　岡） 鈴　木　寛　郎（三　重） Michael Mizutani（愛知） 植　島　康　博（三　重） 道　木　伸　郎（愛　知）

６位 石　原　大　雅（愛　知） 出　口　峻　佑（愛　知） 清　水　達　也（愛　知） 疋　田　高　将（愛　知） 小野田　　　寛（愛　知）

順位 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超級

１位 尾　川　みどり（静　岡） 岡　田　　　 幸（愛　知） 大　脇　朋　香（愛　知）

２位 浅　井　友　生（愛　知） 安　里　夏　子（愛　知） 深 澤　亜希子（静　岡）

３位 馬　場　美　涼（静　岡） 松　宮　悠　夏（愛　知） 若　尾　　　 恵（静　岡）

４位 垣　見　恵　美（愛　知） 宇佐美　百 華（愛　知） 植　松　　　 舞（静　岡）

５位 西　川　景　子（愛　知） 足 立　奈実子（愛　知） 小　島　啓　子（愛　知）

６位 瓜 生　美貴代（愛　知）

2017年7月16日(日)

順位 158cm以下級 163cm以下級 163cm超級

１位 山　田　朝　美（静　岡） 大　岩　典　子（愛　知） 加　藤　智　子（愛　知）

２位 青　井　郁　佳（愛　知） 神 谷　美由紀（愛　知）

３位 小　池　英　生（愛　知）

４位 小　林　千　明（愛　知）

東海ミスボディフィットネス選手権大会

東海オープン選手権大会 岐阜県ボディビル・フィットネス連盟

愛知県ボディビル・フィットネス連盟東海クラス別ボディビル選手権大会

愛知県ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月20日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ55才以上級

１位 玉　井　正　宏（大　阪） 太 田　美貴子（京　都） 川　下　栄　治（大　阪） 松　原　繁　夫（大　阪） 桝　富　正　紀（大　阪）

２位 太　田　研　二（京　都） 星　宮　有智子（京　都） 木　村　正　光（大　阪） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 矢　野　勝　己（大　阪）

３位 奥　村　武　司（大　阪） 白　井　     香（大　阪） 与那嶺　晃 一（大　阪） 野　村　雅　之（兵　庫） 殿　原　喜　和（和歌山）

４位 三　宅　泰　門（兵　庫） 山　地　絵　巳（兵　庫） 柴　田　智　史（大　阪） 森　本　繁　洋（兵　庫） 西　村　     巌（兵　庫）

５位 田　中　良　一（大　阪） 三　崎　朋　子（滋　賀） 吉　村　雅　成（大　阪） 坂　下　健　吾（兵　庫） 髙　寺　厚　實（兵　庫）

６位 川　下　栄　治（大　阪） 橋　本　寿　美（兵　庫） 丸　山　泰　正（大　阪） 北　野　博　也（兵　庫） 三　木　善　雄（大　阪）

７位 杉　浦　博　純（大　阪）

８位 西　村　拓　史（大　阪）

９位 道　田　泰　三（大　阪）

10位 小　田　将　也（兵　庫）

11位 土　師　聖　正（兵　庫）

12位 扇　谷　久　雄（兵　庫）

順位 男子マスターズ60才以上級 男子マスターズ65才以上級 男子マスターズ70才以上級

１位 伊　藤　義　勝（大　阪） 山　野　成　思（京　都） 中　野　博　之（大　阪）

２位 上　田　晋　三（大　阪） 外　囿　恒　昭（大　阪） 酒　井　     仁（兵　庫）

３位 妙瀬田　安 通（大　阪） 銭　     安　武（大　阪） 吉　永　     勇（兵　庫）

４位 中　山　     忍（兵　庫） 田　中　満　昭（兵　庫） 高　木　和　雄（兵　庫）

５位 芦　田　博　文（兵　庫） 細　田　一　仁（大　阪） 中　村　康　和（大　阪）

６位 岩　本　清　司（兵　庫） 宮　越　康　裕（大　阪）

2017年8月27日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 魚　谷　信　雄（個　人） 佐　藤　弘　康（大　阪） 浦　本　真　明（兵　庫） 扇　谷　久　雄（兵　庫） 木　村　正　光（個　人）

２位 三 浦　慎二郎（京　都） 椿　     正　範（大　阪） 吉　田　倫　徳（大　阪） 川　嶋　孝　之（京　都） 山　田　和　章（滋　賀）

３位 正　木　靖　彦（大　阪） 森　本　繁　洋（兵　庫） 井　上　孝　夫（滋　賀） 大　島　雅　史（大　阪） 森　     光　導（大　阪）

４位 西　谷　義　雄（兵　庫） 田　村　龍　行（京　都） 山　野　     傑（大　阪） 片　浦　英　則（兵　庫） 堀　本　淳　治（大　阪）

５位 玉 木　健太郎（大　阪） 小　山　正　之（個　人） 坂　下　健　吾（兵　庫） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 野　村　雅　之（兵　庫）

６位 芦　田　博　文（兵　庫） 丸　山　泰　正（大　阪） 枡　富　正　紀（大　阪） 岡　崎　和　也（大　阪） 矢　野　勝　己（大　阪）

順位 男子75kg超級

１位 村　田　征　也（大　阪）

２位 兼　子　史　郎（大　阪）

３位 青　木　由　希（滋　賀）

４位 大　野　義　也（大　阪）

５位 菅　野　元　気（滋　賀）

６位 高　山　     覚（大　阪）

2017年6月4日(日)

順位 158cm以下級 163cm以下級

１位 川 田　絵梨奈（大　阪） 西　村　玄　貞（大　阪）

２位 小　川　美　衣（滋　賀）

３位 星　川　まり子（大　阪）

2017年8月27日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 亀　家　浩　一（鳥　取） 門　脇　裕　二（鳥　取） 谷　口　誠　二（鳥　取） 福　山　慎　吾（愛　媛） 今　津　史　朗（香　川）

２位 神　崎　倫　典（岡　山） 丹生谷　尚 宏（愛　媛） 藤　田　康　夫（島　根） 西　本　裕　也（岡　山） 正　木　真　吾（徳　島）

３位 松　田　拓　海（鳥　取） 細　田　伸　司（鳥　取） 中　嶋　　　 吏（鳥　取） 藤　原　基　晴（岡　山） 八　尾　裕　治（鳥　取）

４位 松　田　光　平（鳥　取） 田　中　智　之（山　口） 田　倉　陽　水（鳥　取） 大　西　一　正（山　口） 橋　本　治　樹（山　口）

５位 片　岡　広　明（鳥　取） 松　本　辰　也（鳥　取） 有　政　秀　康（山　口） 神　崎　真　宜（岡　山）

６位 田　本　浩　二（鳥　取） 川　西　　 　毅（広　島） 胡　子　裕　史（山　口） 難 波　翔太朗（岡　 山）

順位 男子75kg超級

１位 小　西　泰　行（山　口）

２位 内　山　　　操（広　島）

３位 蒲　生　宜　幸（香　川）

４位 田　村　　　豊（岡　山）

５位 格　　　利　森（鳥　取）

関西ボディフィットネス選手権大会

中国・四国ボディビル選手権大会

大阪ボディビル・フィットネス連盟

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟

鳥取県ボディビル・フィットネス連盟

関西クラス別ボディビル選手権大会 京都府ボディビル・フィットネス連盟

関西ボディビル選手権大会
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月20日(日)

順位 170cm以下級 170cm超級 フィットネスビキニ

１位 竹　井　祐　二（広　島） 柏　原　健　志（広　島） 藤 岡　由香里（山　口）

２位 中　村　優　真（広　島） 杉　山　隆　史（広　島） 久 米　亜寿香（広　島）

３位 澄　川　元　頼（山　口） 末　光　悦　史（愛　媛） 伊　崎　美　保（広　島）

４位 神　領　隆　次（広　島） 村　瀬　貴　俊（愛　媛） 多　田　友　子（広　島）

５位 小　椋　俊　樹（鳥　取） 田　中　直　樹（広　島） 横　山　　　 舞（広　島）

６位 小早川真一郎（広　島） 戸　谷　錠　治（島　根） 岡　田　美　子（鳥　取）

2017年9月10日(日)

順位 男子ボディビル 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上級

１位 今　村　拓　夫（鹿児島） 山　口　龍　法（長　崎） 牧　　　 国　久（福　岡） 竹　下　浩　一（長　崎）

２位 大　庭　範　久（福　岡） 榎　本　隆　司（大　分） 徳　田　和　昭（鹿児島） 島　添　敏　彰（福　岡）

３位 松　岡　正　貴（福　岡） 西　田　哲　也（鹿児島） 竹　内　春　夫（福　岡） 清　水　　　優（鹿児島）

４位 佐　藤　　　渉（福　岡） 児　玉　澄　雄（鹿児島） 岡　崎　光　男（宮　崎） 鮫　島　隼　寛（鹿児島）

５位 仲　村　和　展（沖　縄） 松　添　康　夫（長　崎） 宇　都　義　己（鹿児島）

６位 田　中　政　文（福　岡） 川　口　　　順（鹿児島） 神　田　光　雄（福　岡）

７位 永　田　和　久（鹿児島）

８位 日　高　博　司（宮　崎）

９位 大　藪　賀　弘（宮　崎）

10位 福　地　　　剛（鹿児島）

2017年9月3日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 杉　山　孝　輔（福　岡） 永　田　和　久（鹿児島） 佐　藤　　　 渉（福　岡） 今　村　拓　夫（鹿児島） 井　上　貴　文（福　岡）

２位 重　枝　忠　幸（福　岡） 上　田　　　 修（福　岡） 西　田　哲　也（鹿児島） 武　道　敬　士（熊　本） 吉　岡　直　樹（福　岡）

３位 坂　口　義　孝（福　岡） 児　玉　澄　雄（鹿児島） 作　増　政　治（熊　本） 松　岡　正　貴（福　岡） 山　崎　巧　介（沖　縄）

４位 今　川　浩　治（福　岡） 岡　田　良　太（福　岡） 松　添　康　夫（長　崎） 森　下　賢　成（長　崎） 福　地　　　 剛（鹿児島）

５位 徳　田　和　昭（鹿児島） 犬　束　貴　博（福　岡） 槌　田　秀　二（熊　本） 田　中　政　文（福　岡） 丸　形　裕　一（福　岡）

６位 青　木　栄　次（福　岡） 大　島　盛　嗣（佐　賀） 梁　　　 弘　基（長　崎） 山　口　秀　一（福　岡） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

順位 男子75kg超級 ボディフィットネス

１位 立　野　智　宏（福　岡） 堤　　 　啓　子（福　岡）

２位 河　村　英　樹（福　岡） 橋　本　亜　矢（福　岡）

３位 馬 場　源太郎（福　岡）

2017年7月2日(日)

順位 168cm以下級 172cm以下級 176cm以下級 176cm超級 40才超級

１位 行　徳　一　志 山　口　智　也 竹之内　忠　史 今古賀　　　翔 深　町　栄一郎

２位 原　田　和　也 小　井　章　寛 大久保　徳　之 内　田　尚　浩 田　中　英　樹

３位 髙　口　一　之 平　川　　　覚 平　井　伸　司 森　山　健　三 山　中　伸　一

４位 赤　崎　　　智 入　江　繁　司 山　口　　　隆 東　堀　雄　介 熊　　　浩　輔

５位 松　永　修　也 中　川　恭　兵 大　和　　　遼 田　中　浩　成 梁　瀬　由　靖

６位 広　村　　　智 坂　本　俊　介 江　頭　聖　都 久保田　隆　慈 金　時　直　人

中国・四国フィジーク・フィットネスビキニ選手権

九 州 沖 縄 選 手 権 大 会 鹿児島県ボディビル・フィットネス連盟

広島県ボディビル・フィットネス連盟

九州沖縄クラス別選手権大会 福岡県ボディビル・フィットネス連盟

九州沖縄メンズフィジーク選手権 長崎県ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月13日(日)

順位 男子ボディビル一般 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上級

１位 長　田  洋　一（東　京） 中　野  良　一（群　馬） 木　村  善　幸（岡　山） 矢　崎　丹　堂（静　岡） 蜂　須　　 　貢（神奈川）

２位 田　代　　 　圭（愛　知） 服 部  健太郎（静　岡） 丹　羽  真　一（愛　知） 渡　辺　　   孝（千　葉） 辺 見　不二男（福　島）

３位 久保田  雄 司（東　京） 西　川　雅　也（愛　知） 小　島　正　裕（千　葉） 鈴　木　和　男（神奈川）

４位 丹　羽　真　一（愛　知） 中　嶋　　   充（福　岡） 登　坂　文　朗（神奈川） 松　山　　 　茂（千　葉）

５位 小　島  正　裕（千　葉） 遠　藤　　   孝（神奈川） 吉　田  英　樹（神奈川） 徳　田　和　昭（鹿児島）

６位 木　村　善　幸（岡　山） 本　山　輝　幸（神奈川） 福　島　信　夫（神奈川）

７位 東　江　英　行（神奈川）

８位 服 部  健太郎（静　岡）

９位 中　野  良　一（群　馬）

10位 蜂　須　　　貢（神奈川）

11位 登　坂　文　朗（神奈川）

12位 久保田　宏 之（静　岡）

順位 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上級 男子新人 女子フィジーク一般

１位 木　村　博　男（千　葉） 北　田  真　基（神奈川） 磯　山　範　子（東　京）

２位 吉　田　昌　弘（東　京） 八　角  卓　克（東　京）

３位 福　重　隆　義（鹿児島） 柴　山  昌　也（愛　知）

４位 大　門　宏　幸（東　京）

日 本 社 会 人 選 手 権 大 会 日本社会人ボディビル・フィットネス連盟
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２０１７年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・オープン選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月27日(日)

順位 男子ボディビル

１位 中　嶋　　　 吏（鳥　取）

２位 藤　田　康　夫（島　根）

３位 田　倉　陽　水（鳥　取）

４位 細　田　伸　司（鳥　取）

５位 松　本　辰　也（鳥　取）

６位 片　岡　広　明（鳥　取）

７位 戸　谷　錠　治（島　根）

８位 岩　田　浩　司（鳥　取）

９位 山　崎　晃　昌（鳥　取）

10位 田　本　浩　二（鳥　取）

11位 木　下　　　 誠（鳥　取）

12位 小　倉　俊　樹（鳥　取）

2017年7月30日(日)

170cm以下級 170cm超級 163cm以下級 163cm超級

１位 藤　原　章　裕（岡　山） 竹　内　寛　人（岡　山） 中　谷　公　美（奈　良） 坂　本　愛　美（愛　媛）

２位 吉　岡　翔　平（広　島） 末　光　悦　志（愛　媛） 内　田　　　 舞（大　阪） 田　中　絢　子（大　阪）

３位 スチャーヨ　シギト（岡　山） 鈴　木　広　基（岡　山） 吉 田　真由子（大　阪） 久 米　亜寿香（広　島）

４位 塚　脇　　　  慶（愛　媛） 萱　野　孝　明（岡　山） 藤 岡　由香里（山　口） 横　山　　　舞（広　島）

５位 前　田　　　 竜（岡　山） 田　村　繁　光（岡　山） 浅　井　朋　郁（大　阪） 古　南　真　悠（兵　庫）

６位 下　本　風　人（岡　山） 藤　原　義　考（神奈川） 渋　谷　陸　美（兵　庫）

2017年9月3日(日)

順位 男　子 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上級

１位 午　頭　稔　二（香　川） 横　井　順　也（香　川） 篠　原　敬　二（徳　島） 安　藤　文　博（愛　媛） 斎　藤　忠　男（愛　媛）

２位 正　木　真　吾（徳　島） 石　川　武　則（愛　媛） 鎌　田　裕　之（徳　島） 井　上　富　雄（愛　媛）

３位 今　津　史　朗（香　川） 武　村　敬　介（愛　媛） 瀬　野　為　男（愛　媛） 日　野　　 　功（愛　媛）

４位 矢　野　裕　司（香　川） 名　越　智　広（香　川） 日　野　静　一（愛　媛）

５位 西　村　公　行（愛　媛） 中　野　典　幸（愛　媛）

６位 末　光　悦　志（愛　媛）

７位 篠　原　敬　二（徳　島）

８位 丹生谷　尚 宏（愛　媛） 女子フィジーク

９位 竹　本　直　央（愛　媛） 山　中　智　視（愛　媛）

10位 勝　本　伸　二（愛　媛） 関 田　英理香（愛　媛）

2017年7月2日(日)

順位 男　子 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 今　村　拓　夫（鹿児島） 財　全　浩　次（大　分） 安　部　　 　保（大　分）

２位 松　岡　正　貴（福　岡） 西　田　哲　也（鹿児島） 竹　下　浩　一（長　崎）

３位 木　戸　竜　平（長　崎） 山　口　龍　法（長　崎） 尾　﨑　久　文（長　崎）

４位 梅　木　嵩　太（大　分） 松　添　康　夫（長　崎） 徳　田　和　昭（鹿児島）

５位 犬　束　貴　博（福　岡） 力　武　隆　一（長　崎） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

６位 田　中　政　文（福　岡） 佐 藤　寿一郎（福　岡） 岩　本　省　三（福　岡）
7位 前　床　　 　毅（長　崎） 松　尾　良　信（長　崎） 吉　村　秀　樹（福　岡）
８位 梁　 　　弘　基（長　崎） 川　畑　直　也（鹿児島） 竹　内　春　夫（福　岡）
９位 米　倉　敏　幸（鹿児島） 福　重　隆　義（鹿児島）

10位 今　川　浩　治（福　岡） 島　添　敏　彰（福　岡）
11位 青　木　栄　次（福　岡） 加賀原　寛 志（佐　賀）

山陰ボディビル選手権 鳥取県ボディビル・フィットネス連盟

中国オープン選手権大会 岡山県ボディビル・フィットネス連盟

四国ディビル選手権大会 愛媛県ボディビル・フィットネス連盟

メンズフィジーク フィットネスビキニ
順位

西 海 選 手 権 大 会 長崎県ボディビル・フィットネス連盟
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