
西日本男子ボディビル

名前 フリガナ 年齢 身長 体 重 トレ歴 所属クラブ

溝 口 降広 ミゾグチ タカヒロ 49=「 1 58om 60kg 241再 静岡県連盟

長澤 龍真 ナガサワ リョウマ 47才 1580m 58kg 17年 ゴールドジム博多福岡

だヽ JIl明久 オガワ アキヒサ 44三F 159om 61kg 13年 Boddv olanner Rabbitcho

慶田 富美男 ヒロタ フミオ 33才 159.8crr 62kg 16年 ジュラシックアカデミー

丹生谷 尚宏 ニュウノヤ ナオヒロ 27三打 161cm 57kg 3年 ランクアップ 松山

伊 藤 一 洋 イトウ カズヒロ 48,「 161om 68kg 251= B.F X0

西本 祐也 ニシモト ユウヤ 27才 163om 67kg 10年 ジュラシックアカデミー

原武 章博 ハラタケ アキヒロ 41才 164om 69kg 18年 ゴールドジム博多福岡

小 井 手 車大 コイデ ュウタ 23二「 165cm 68kg 3年 エイブリレスポーツクラブ岡山

生見 嘉英 ヌクミ ヨシヒデ 47才 165cm 69kg 32生手 ユニバーストレーニングスタジオ

村重 典昭 ムラシゲ ノリアキ 55,「 165om 68kg 34盗F 岩国ボディビル同好会

槌田 秀二 ツチダ シュウジ 45才 167cm 65kg 19年 アスレチックサクセス ワン

片岡 俊和 カタオカ トシカズ 62三打 167cm 67kg 431ニ エイブルスポーツクラブ岡山

福山 慎吾 フクヤマ シンゴ 55,「 167cm 69kg 25年 ランクアップ 松山

徳岡 優生 トクオカ ユウキ 34才 167cm 70kg 14年 フィットネスジム ウイン

讐里 友将 トヨザト ュウショウ 27,F 167cm 75kg 10年 名護ジム

玉井 正宏 タマイ マサヒロ 53三F 167cm 70kg 14年 プラス ワン

木村 正光 キムラ マサミツ 44要「 168.3clr 72kg 3.9年 個人

細江 俊郎 ホソエ トシロウ 60夏r 169cm 69kg 29釜F マックトレーニングジム

山田 高史 ヤマダ タカシ 49才 169cm 69kg 254暮 ゴールドジム名古屋金山

井戸 拓矢 イド 々ウヤ 31才 169cm 69kg 5生E ゴールドジム博多福岡

中村 文哉 ナカムラ フミヤ 28=「 169cm 71 kg 4年 ゴールドジム博多福岡

井上 桂将 イノウエ ヨシノブ 33,打 170om 78kg 18年 メディカルフィットネスわくわく

赤山 享 アカヤマ ススム 47才 1 70om 70kg 12年 エイブルスポーツクラブ岡山

立野 智宏 タテノ トモヒロ 24三打 1 70cm 80kg 5.2J手 アメリカンジム

北原 誠 キタハラ マコト 49'打 1 70cm 67kg 31.6盗ニ シェイプジム カリフォルニア

有門 勝久 アリカド カツヒサ 52三打 170cm 74kg 291手 T.Cビクトリー

椿 幸仁 ツバキ ユキヒト 481打 1 70om 72kg 241F スポーツジム B&F

五嶋 弘美 ゴシマ ヒロミ 54ニア 1 71cm 70kg 331= 個 人

太冶 憲男 タジ ノリオ 54才 1 71om 65kg 10年 呉スポーツ会館ボディビルクラブ

橋本 治 l・■ ハシモト ハルキ 495' 1 71cm 74kg 24年 ウエルネストレーニングルーム

松岡 正貴 マツオカ マサキ 51才 1 71cm 69kg 29生F ゴールドジム博多福岡

大工園 隼 ダイクゾノ ジュン 29=打 1 71cm 73kg 5年 ランクアップ 松山



坂本 邦博 サカモトクニヒロ 34才 172cm 73kg 5年 ゴールドジム博多福岡

金井 雅樹 カナイ マサキ 50才 172cm 73kg 201慕 スポーツクラブ トライ

清島 功介 キヨシマ コウスケ 39才 172.5crF 71 kg 15年 アメリカンジム

江川 裕二 ェガヮ ュウジ 35,打 173cm 74kg 10年 フィットネスジム ウイン

木下 靖年 キノシタ ノブトシ 49=打 1 73crn 69kg 18年 B.F X0

難波 翔太郎 ナンバ ショウタロウ 33=打 1 74om 75kg 3年 エイブルスポーツクラブ岡山

井上 貴文 イノウエ タカフミ 26=F 1 74cm 78kg 41ニ アメリカンジム

佐藤 浩慈 サトウ コウジ 391F 174cm 76kg 15年 ゴールドジム博多福岡

大 原 晋 ― 自ζ キハラ ケンイチロう 34=F 176om 80kg 201F 個人

河勝 難行 カワカツ マサユキ 23才 176cm 94kg 6年 スポーツジム B&F

河野 博幸 コウノ ヒロユキ 48才 1 76om 74kg 8年 スポーツジム ピナクル

河村 秀美 カワムラ ヒデミ 50=「 1 77cm 82kg 15年 東広島ボディビル同好会

西村 公行 ニシムラ ヒロユキ 54憂F 177cm 82kg 21年 ランクアップ 松山

神田 優作 カンダ ユウサク 36才 180cm 85kg 8年 ランクアップ 松山



西日本女子フィジーク

名前 フリガナ 年 齢 身 長 体 重 トレ歴 所属クラブ

原 口 美幸 ハラグチ ミュキ 38,r 153om 49kg 7.8年 ARIAKE GYM

国田 真紀 クニダ マキ 49,「 153om 44kg ジヤングルジム スポーツ

城 裕子 ジョウ ユウコ 441r 154.5c口 48kg スポーツセラピーウエル

山地 絵 巳 ヤマジ エミ 40=r 157cm 48kg MAX GYM

太田 美貴子 オオタ ミキコ 481F 159om 47kg BMBスポーツジム

大倉 点満東 オオクラ シマエ 57才 159cm 49kg GYM FLEX

鴛渕 奈津子 オシブチ ナツコ 50三「 159cm 49kg スポーツジム B&F

山中 智視 ヤマナカ サトミ 57才 160cm 50kg スポーツジム ピナクル

富 田 加恵 トミタ カエ 441r 162om 52kg 個 人

岡部 綾子 オカベ アヤコ 43,F 163om 48kg 個 人

白井 香 シライ カオリ 46=F 165,5om 53kg スポーツジム B&F

篠崎 理香 シノザキ リカ 43'F 167cm 55k鋼 個 人



西日本メンズフィジークロ40才以下

名 前 フリガナ 年 齢 身長 体 重 トレ歴 所属クラブ

中原 弘貴 ナカハラ ヒロキ 21才 163cm 個 人

行 薇 ― 喪 ギョウトク カズシ 21才 164.5c17 ゴールドジム博多福岡

堀 真也 ホリ シンヤ 33三打 165cm 限 定

古賀 聖貴 コガ キヨタカ 33=F 166cm 個 人

北山 朋生 キタヤマ トモキ 25,F 166cm 限 定

伊藤 拓也 イトウ タクヤ 23三r 167cm

松 田 僣 ― 郎 マツダ ケンイチ回ウ 40,F 168om ゴールドジム博多福岡

山口 智也 ヤマゲ手 トモナ IJ 33三打 169cm 個 人

表原 翔太 オモテハラ ショウタ 19才 1 70om 限定

中田 秀大朗 ナカダ シュウタロウ 2331 1 70cm ゴールドジム博多福岡

柳 佐智夫 ヤナギ サチオ 40,打 1 71om 個 人

江頭 聖都 エガシラ キヨト 20才 1 73om 個 人

高橋 知仁 タカハシ トモヒト 36=「 174.8crr 限 定

上田 紘二郎 ウエダ コウザブロウ 34互F 1 75cm ゴールドジム栗東滋賀

竹 内 寛人 タケウチ ヒロヒト 26才 1 76cm エイブルスポーツ

穴 甲.―佛 アナミ カズサ 21才 1 77cm ゴールドジム博多福岡



西日本メンズフィジークロ40才超

ストレングスジム

ヒ回ムラ サトル

ストレングスジム

ストレングスジム

ストレングスジ

ストレングスジム



西日本フィットネスビキニ

名 前 フ:Jガ十 年齢 身 墨 体 重 トレ歴 所属クラブ

山田 奈々 ヤマダ ナナ 35,打 152cm トレーニングジムマッスル&ピューティー

折 藤 軍倖 旱 コンドウ リカコ 401打 153om 限定

小野 智美 オノ トモミ 33才 153.5cr 個 人

森 寿美枝 モリ スミエ 53才 156om ゴールドジム博多福岡

梶山 江里 カジヤマ エリ 40=打 156cm ゴールドジム博多福岡

城間 美鈴 シロマ ミスズ 24才 157cm 名護ジム

谷 口 千代美 夕ニゲ手 手ヨミ 333F 158om 個 人

吉嗣 奈津希 ヨシツグ ナツキ 421F 159,7cII 個 人

横田 なおみ ヨコタ ナオミ 44=F 161cm 個 人

永野 利佳 ナガノ トシカ 38=F 161cm レーニングジムマツスリレ&ビューティー

伊崎 美保 イザキ ミホ 37才 162cm 個 人

大野 裕美 オオノ ヒロミ 32=F 162cm ボディMAX GYM

内田 舞 ウチダ マイ 41才 162.5cF 個 人

照島 三舟 テルシマ ミフネ 41才 163om ゴールドジム博多福岡

山本 萌実 ヤマモト モエミ 27才 163cm 個 人

本田 有華 ホンダ ユカ 31才 169cm ボディMAX GYM

藤島 加奈 フジシマ カナ 39,「 170cm ゴールドジム博多福岡

佐藤 裕美 サトウ ユミ 357″ 173om ゴールドジム博多福岡



西日本ミスボディフィットネス

名 前 フIJガナ 年齢 身長 体 重 トレ歴 所属クラブ

堤 啓子 ツツミ ケイコ 59=″ 155cm アメリカンジム

テイト 美華 テイト ミユキ 34才 156om 個 人

井 上 詩 子 イノウエ ウタコ 43三″ 159cm 個 人

本村 あゆみ モトムラ アユミ 53,「 1 60om

打 逸 痩旱 ウツミ ジュンコ 56=F 161cm ストレングスジム

阪森 香 理 サカモリ カオリ 47才 162cm ゴールドジム栗東滋賀

大 岩 典 子 オオイワ ノ:リ コ 56=F 162cm 廣田ボディビルセンター


