
42名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 大　　学　　名 学年 身 長 コメント

1 寺　西　　　響 ﾃﾗﾆｼ ｺｳ 専修大学 3年 155cm 頑張ります

2 寺　田　　　光 ﾃﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ 早稲田大学 2年 160cm 頑張ります！！！

3 宇佐美　一　歩 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾎ 阪南大学 1年 161cm

4 西　尾　健　人 ﾆｼｵ ｹﾝﾄ 東京大学 2年 162cm がんばる

5 遠　山　宏　輔 ﾄｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 日本体育大学 1年 163cm

6 長　瀬　嘉　剛 ﾅｶﾞｾ ﾖｼﾀｶ 早稲田大学 4年 163cm 頑張ります

7 中　原　弘　貴 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 佐賀大学 4年 163cm そいぎ、がいきばらんばね〜

8 佐　藤　嵩　晃 ｻﾄｳ ﾀｶｱｷ 東北学院大学 4年 163cm

9 相　澤　隼　人 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 日本体育大学 2年 164cm

10 青　木　伸　嘉 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 日本体育大学 1年 165cm 全力で頑張ります！

11 福　田　雄　太 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 下関市立大学 3年 165cm 大猛省

12 大　塚　真　啓 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 名城大学 3年 165cm 鈴木雅さん感動ありがとう！あなたに何度も励まされました。

13 梶　浦　貴　義 ｶｼﾞｳﾗ ﾀｶﾖｼ 愛知淑徳大学 3年 165cm  全国大会を楽しみたいと思います！

14 長谷川　拓　斗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 首都大東京 2年 166cm 餃子食いたいです

15 齋　藤　魁　斗 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 国際武道大学 4年 167cm お前がNo.１だ！！

16 小　林　　　恒 ｺﾊﾞﾔ ｼｺｳ 東京大学 4年 167cm 無欲

17 石　井　良　季 ｲｼｲ ﾖｼｷ 名城大学 2年 167cm がんばります

18 浅　田　航　世 ｱｻﾀﾞ ｺｳｾｲ 愛知学院大学 3年 168cm はじめての全国大会で、緊張しますが楽しみたいです

19 五味原　　　領 ｺﾞﾐﾊﾗ ﾚｲ 日本体育大学 4年 169cm ゼーンになりたい

20 渡　邊　祥　也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾔ 帝京大学 3年 169cm 大会を楽しみます！

21 仲　野　竜　弐 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川大学 2年 170cm

22 横　濱　優　斗 ﾖｺﾊﾏ ﾕｳﾄ 了徳寺大学 4年 170cm

23 古　内　　　開 ﾌﾙｳﾁ ｶｲ 神奈川大学 3年 170cm 全日本いけたらもう岩手帰ります

24 五十嵐　友　彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾋｺ 東北大学 4年 170cm

25 藤　原　廉　士 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝｼ 鹿屋体育大学 3年 170.5cm

26 佐　村　直　紀 ｻﾑﾗ ﾅｵｷ 日本体育大学 4年 171cm

27 山　田　碩　人 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 東京大学 2年 171cm ボディビルは哲学だ！

28 市　川　晃　敏 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾄｼ 早稲田大学 4年 172cm

29 中　西　　　輝 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 名古屋商科大学 4年 172cm  学生最後の大会楽しみます

30 高　橋　明　生 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 帝京大学 2年 173cm 減量は嫌いです

31 山　田　恭　平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 岡山大学 4年 173cm

32 清　水　俊　希 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 学習院大学 2年 174cm sixsun

33 松　岡　風　樹 ﾏﾂｵｶ ﾌｳｷ 岡山大学 4年 174cm

34 八　巻　晴　太 ﾔﾏｷ ﾊﾙﾀ 日本体育大学 2年 175cm 楽しみます。

35 高　木　航　志 ﾀｶｷ ｺｳｼﾞ 岡山大学 3年 175cm どかわきます

36 梶　浦　彰　人 ｶｼﾞｳﾗ ｱｷﾄ 早稲田大学 3年 177cm

37 宮　城　　　晟 ﾐﾔｷﾞ ｾｲ 愛知学院大学 3年 177cm 好みは清楚系よりギャル派

38 南　波　優　太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 愛知学院大学 1年 177cm  初めての全国大会、緊張と空腹でからあげが夢に出てきました。

39 分　部　　　良 ﾜｹﾍﾞ ﾘｮｳ 早稲田大学 3年 178cm

40 畑　和　　　貴 ﾊﾀ ｶｽﾞｷ 東北大学 4年 178cm

41 濱　武　亮　歩 ﾊﾏﾀｹ ﾘｮｳﾎ 了徳寺大学 4年 179cm

42 鈴　木　康　介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 愛知学院大学 3年 180cm 初の全国大会精一杯楽しみたいです！
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