
関東クラス別1200

第22回 関東クラス別男子ボディビル女子フィジーク選手権大会　出場選手

関東女子　158㎝以下級 5名 1位～5位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

1 吉岡 美里 ヨシオカ ミサト 29 152 横浜マリントレーニングジム
2 三橋 美絵子 ミツハシ ミエコ 56 153 スポーツマインド寒川
3 松本 こずえ マツモト コズエ 41 156 ゴールドジム八王子東京
4 吉田 千映子 ヨシダ チエコ 51 156 ゴールドジム横浜上星川
5 桑森 優美 クワモリ ユウミ 32 157 横浜マリントレーニングジム

関東女子　158㎝超級 5名 1位～5位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

6 湯浅 有希子 ユアサ　 ユキコ 46 159 ゴールドジム厚木神奈川
7 円満 美葉 エンマン ミハ 48 160 個人
8 大仲 寛子 オオナカ ヒロコ 55 163 個人
9 韋 笑笑 ウェイ ショウショウ 30 164 ベルクススポーツジム草加谷塚

10 種橋 久美 タネハシ クミ 50 168 スポーツマインド寒川

関東男子55㎏以下級 10名 1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

11 鈴木 隆太 スズキ リュウタ 27 156 Akiボディビル同好会
12 坂井 宏行　 サカイ ヒロユキ 64 157 坂井トレーニングジム
13 藤原 健一 フジワラ ケンイチ 52 159 ゴールドジム横浜馬車道
14 関野 浩二 セキノ コウジ 52 159 アニマル浜口トレーニングジム
15 内藤 浩 ナイトウ ヒロシ 54 159 チャンピオン平塚
16 坂本 信一 サカモト シンイチ 66 160 ゴールドジム湘南神奈川
17 八木 雅一 ヤギ マサカズ 64 162 ゴールドジムイースト東京
18 菊地 賢 キクチ タケシ 58 163 ゴールドジムサウス東京
19 高橋 亮 タカハシ リョウ 24 163 ビッグベアージム
20 関口 徹 セキグチ トオル 60 165 横浜マリントレーニングジム

関東男子60㎏以下級 17名 1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

21 松田 圭一郎 マツダ ケイイチロウ 51 159 中山トレーニングジム　タフネス
22 堀 哲郎 ホリ テツオ 34 161 ゴールドジム湘南神奈川
23 長田 好人 オサダ ヨシヒト 42 162 ゴールドジムサウス東京
24 三部 博 ミツベ ヒロシ 72 162 横浜マリントレーニングジム
25 渡辺 政吉 ワタナベ マサヨシ 54 162 中山トレーニングジムタフネス
26 百瀬 晴康 モモセ ハルヤス 27 163 シルバージム横浜
27 古山 動 フルヤマ イサム 53 163 つくばボディビル同好会
28 堀口 正弘 ホリグチ マサヒロ 61 163 BIG FIVE
29 中西 勇介 ナカニシ ユウスケ 42 164 トレーニングセンターサンプレイ
30 早山 文悟 ハヤマ ブンゴ 49 165 ゴールドジムウエスト東京
31 高橋 俊行 タカハシ トシユキ 55 165 個人
32 大竹 千央 オオタケ ユキヒサ 35 165 個人
33 真島 洋一 マシマ ヨウイチ 65 168 成増トレーニングセンター
34 岸 英明 キシ ヒデアキ 35 168 個人
35 森本 陽介 モリモト ヨウスケ 41 168 ゴールドジム厚木神奈川
36 髙田 慶一 タカダ ケイイチ 51 169 ゴールドジム北千住東京店
37 長山 陽一 ナガヤマ ヨウイチ 45 174 個人

1



関東クラス別1200

№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
関東男子65㎏以下級 16名 1位～6位

№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
40 藤栄 勇一 トウエイ ユウイチ 29 158 ゴールドジム横浜上星川
41 米山 裕貴 ヨネヤマ ユウキ 33 161 ゴールドジムウエスト東京
42 黒木 健太郎 クロキ ケンタロウ 29 162 横浜マリントレーニングジム
43 松村 和典 マツムラ カズノリ 59 162 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
44 岩堀 佑哉 イワホリ ユウヤ 23 162 ゴールドジム横須賀神奈川
45 中村 直行 ナカムラ ナオユキ 32 163 ゴールドジム横浜馬車道
46 中村 仁 ナカムラ ヒトシ 38 164 ゴールドジムウエスト東京
47 中村 馨 ナカムラ カオル 39 164 ゴールドジム横須賀神奈川
48 花岡 信明 ハナオカ ノブアキ 55 165 ゴールドジムイーストトウキョウ
49 五領田 有信 ゴリョウダ アリノブ 47 165 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
50 栄 翔大 サカエ ショウダイ 26 166 個人
51 加藤 匡一 カトウ マサカズ 34 167 個人
52 舟生 卓馬 フニュウ タクマ 32 168 個人
53 坂井 善智 サカイ ヨシノリ 37 170 成増トレーニングセンター
54 川﨑 友昭 カワサキ トモアキ 21 171 ゴールドジム八王子東京
55 田原 清光 タハラ キヨミツ 55 172 個人

関東男子70㎏以下級 19名 1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

56 柏原 翔太 カシハラ ショウタ 30 164 ゴールドジム溝の口神奈川
57 木村 駿介 キムラ シュンスケ 34 165 ゴールドジムイースト東京
58 岩橋 那雄 イワハシ ナオ 38 167 ゴールドジムイースト東京
59 川村 宏明 カワムラ ヒロアキ 34 168 ゴールドジム戸塚神奈川
60 毛利 夏希 モウリ ナツキ 27 168 ゴールドジムウエスト東京
61 松坂 博文 マツザカ ヒロフミ 35 168 ゴールドジムサウス東京
62 崔 格図 サイ カクト 25 169 ゴールドウエスト東京
63 大木 恵太 オオキ ケイタ 31 169 個人
64 山本 剛大 ヤマモト タケヒロ 27 169 個人
65 松田 玲士 マツダ レイジ 60 170 ゴールドジムウエスト東京
66 及川 雅功 オイカワ マサノリ 31 170 ゴールドジム横浜馬車道
67 白石 進 シライシ ススム 52 171 赤羽トレーニングセンター
68 二ツ森 昂 フタツモリ アキラ 26 171 個人
69 横瀬 健一 ヨコセ ケンイチ 47 171 君津トレーニングジム
70 王 旭東 オウ キョクトウ 40 172 ベルクススポーツジム草加谷塚
71 福島 翔平 フクシマ ショウヘイ 33 172 個人
72 君塚 龍二 キミヅカ リュウジ 26 172 ゴールドジムイースト東京
73 鈴木 啓允 スズキ ヒロミツ 45 172 個人
74 阿波野 由真 アワノ ユウマ 32 175 個人
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№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
関東男子75㎏以下級 19名 1位～6位

№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
75 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ 51 167 ゴールドジム戸塚神奈川
76 窪田 元輝 クボタ ゲンキ 31 167 君津トレーニングジム
77 鈴木 優之 スズキ マサユキ 25 168 トレーニングセンターサンプレイ
78 布澤 英介 フザワ エイスケ 32 170 個人
79 宮野 泰支 ミヤノ タイシ 27 170 ゴールドジム八王子東京
80 持田 教利 モチダ カズノリ 27 170 横浜マリントレーニングジム
81 岩崎 貞人 イワサキ サダト 43 171 ゴールドジムイースト東京
82 村越 竜次 ムラコシ リュウジ 46 172 トレーニングセンターサンプレイ
83 矢崎 大我 ヤザキ タイガ 24 172 個人
84 竹元 直紀 タケモト ナオキ 46 172 成増トレーニングセンター
85 桑田 哲平 クワタ テッペイ 27 173 横浜マリントレーニングジム
86 川﨑 友大 カワサキ ユウタ 29 173 ゴールドジム 八王子
87 須藤 祥幸 ストウ ヨシユキ 47 173 ゴールドジムスパレア足利
88 内田 貴 ウチダ タカシ 50 174 ゴールドジムイースト東京
89 橋本 新 ハシモト アラタ 26 174 ゴールドジムウエスト東京
90 塩坂 雄人 シオサカ ユウト 46 174 トレーニングセンターサンプレイ
91 大泉 和平 オオイズミ カズヒラ 35 176 個人
92 中村 一仁 ナカムラ カズヒト 30 176 BIG FIVE
93 小川 孝平 オガワ コウヘイ 32 178 ゴールドジムサウス東京

関東男子75㎏超級 16名 1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

94 稲田 直己 イナダ ナオキ 34 173 ゴールドジムサウス東京
95 福田 雄一郎 フクダ ユウイチロウ 62 173 個人
96 井口 俊晃 イグチ トシアキ 28 173 ゴールドジム銀座東京
97 土井 豪太 ドイ ゴウタ 30 174 ゴールドジム湘南神奈川
98 水野 慎也 ミズノ シンヤ 38 175 ゴールドジムサウス東京
99 高井 大輔 タカイ ダイスケ 37 176 中山トレーニングジムタフネス

100 三門 治彦 ミカド ハルヒコ 47 176 ゴールドジムウエスト東京
101 向井 正弘 ムカイ マサヒロ 60 176 ゴールドジム湘南神奈川
102 森田 智也 モリタ トモヤ 34 177 ゴールドジムスパレア足利
103 駒崎 健治 コマザキ ケンジ 51 178 ゴールドジム東浦和さいたま
104 春田 崇博 ハルタ タカヒロ 38 181 横浜マリントレーニングジム
105 松本 隆廣 マツモト タカヒロ 44 181 ゴールドジムスパレア足利
106 石村 重雄 イシムラ シゲオ 52 181 横浜マリントレーニングジム
107 角山 克也 カクヤマ カツヤ 50 181 ゴールドジム溝の口神奈川
108 山本 祐介 ヤマモト ユウスケ 36 185 横浜マリントレーニングジム
109 川畑 良太 カワバタ リョウタ 40 188 スポーツマインド寒川
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