
神奈川フィットネス700

第2回 神奈川県フィットネス選手権大会  2022神奈川県フィットネスオープン大会

ビキニフィットネス 11名　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

1 藤卷 梨裟 フジマキ リサ 29 154 ゴールドジム横浜馬車道
2 徳丸 栞 トクマル シオリ 25 155 ゴールドジム戸塚神奈川
3 岩崎 ひとみ イワサキ ヒトミ 35 156 個人
4 髙田 千広 タカダ チヒロ 31 156 ゴールドジム横須賀神奈川
5 足澤 朱音 タルサワ アカネ 22 157 個人
6 坪井 花梨 ツボイ カリン 25 158 個人
7 寺嶋 理紗 テラシマ リサ 45 159 ゴールドジム溝の口神奈川
8 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 40 160 個人
9 獺口 真衣 オソグチ マイ 23 163 ゴールドジム湘南神奈川

10 小川 章子 オガワ アキコ 40 172 ゴールドジム横浜馬車道
11 関根 早由合 セキネ サユリ 29 175 横浜マリントレーニングジム

ボディフィットネス 7名　　1位～4位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
12 沼田 初恵 ヌマタ ハツエ 60 157 ゴールドジム厚木神奈川
13 伊藤 知香 イトウ チカ 36 158 ゴールドジム戸塚神奈川
14 新井 暁子 アライ アキコ 53 158 個人
15 中原 舞春 ナカハラ マハル 27 158 横浜マリントレーニングジム

16 美田 佳穂 ミタ カホ 24 161 ゴールドジム戸塚神奈川
17 田口 貴代子 タグチ キヨコ 58 161 スポーツマインド寒川
18 海江田 由美子 カイエダ ユミコ 48 164 ゴールドジム横須賀神奈川

マスターズ ビキニフィットネス　35歳以上　 13名　　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
19 三輪 由佳 ミワ ユカ 43 154 横浜マリントレーニングジム

20 岩崎 ひとみ イワサキ ヒトミ 35 156 個人
21 竹永 香織 タケナガ カオリ 35 157 ゴールドジム横須賀神奈川
22 菅原 千草 スガハラ チグサ 50 158 個人
23 寺嶋 理紗 テラシマ リサ 45 159 ゴールドジム溝の口神奈川
24 平瀬 奈緒子 ヒラセ ナオコ 41 160 スポーツマインド寒川
25 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 40 160 個人
26 小宮 久仁子 コミヤ クニコ 53 161 ゴールドジム湘南神奈川
27 青木 朋子 アオキ トモコ 38 161 個人
28 上野 麻衣子 ウエノ マイコ 44 162 中山トレーニングジムタフネス

29 柴田 美樹 シバタ ミキ 49 162 個人
30 高杉 真樹子 タカスギ マキコ 46 168.8 個人
31 小川 章子 オガワ アキコ 40 172 ゴールドジム横浜馬車道

マスターズメンズフィジーク　40歳以上　 13名　　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
32 林 煜欽 リン ユーチン 42 162 横浜マリントレーニングジム

33 児玉 純 コダマ ジュン 45 164 個人
34 福島 周平 フクシマ シュウヘイ 49 170 チャンピオン平塚
35 佐伯 知哉 サエキ トモヤ 41 170 個人
36 大木 慎吾 オオキ シンゴ 44 170 ゴールドジム厚木神奈川
37 渡口 尚充 トグチ ヒサミツ 39 170 スポーツマインド寒川
38 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 42 171 ゴールドジム横浜上星川
39 山田 竜一 ヤマダ リュウイチ 40 171 個人
40 秋元 哲史 アキモト ノリチカ 46 171 個人
41 柳田 旬一 ヤナギダ シュンイチ 47 175 ゴールドジム横浜上星川
42 高山 健 タカヤマ ケン 43 176 ゴールドジム横浜上星川
43 上米良 岳 カンメラ タカシ 41 180 ゴールドジム溝の口神奈川
44 五味 裕太 ゴミ ユウタ 40 184 横浜マリントレーニングジム
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神奈川フィットネス700

№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

マスターズメンズフィジーク　50歳以上　 11名　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
45 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 49 164 ゴールドジム戸塚神奈川
46 柴垣 俊徳 シバガキ トシノリ 58 165 ゴールドジム厚木神奈川
47 蓑 洋  ヒロシ 51 168 ゴールドジム横浜上星川
48 川端 弘太郎 カワバタ コウタロウ 57 169 ゴールドジム戸塚神奈川
49 竹迫 義明 タケセコ ヨシアキ 59 170 個人
50 本田 茂 ホンダ シゲル 54 170 ゴールドジム横浜馬車道
51 牧野 秀基 マキノ ヒデキ 62 174 個人
52 赤沢 孝 アカザワ タカシ 54 175 ゴールドジム横浜上星川
53 筒井 光広 ツツイ ミツヒロ 60 175 中山トレーニングジムタフネス

54 山口 浩司 ヤマグチ コウジ 59 176 スポーツマインド寒川
55 笹川 勝司 ササガワ カツジ 53 183 横浜マリントレーニングジム

メンズフィジーク168㎝以下級 14名　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
80 甲斐 悠暉 カイ ユウキ 24 159 個人
81 田中 航 タナカ コウ 31 160 個人
82 庵奥 大志 アンオク タイシ 28 163 個人
83 百瀬 晴康 モモセ ハルヤス 27 163 シルバージム横浜
84 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 49 164 ゴールドジム戸塚神奈川
85 北山 大貴 キタヤマ ヒロキ 31 165 個人
86 前川 亘 マエカワ ワタル 29 165 スポーツマインド寒川
87 酒井 俊明 サカイ トシアキ 31 166 ゴールドジム湘南神奈川
88 細井 健志郎 ホソイ ケンシロウ 22 166 ゴールドジム横浜上星川
89 松下 将也 マツシタ マサヤ 28 166 個人
90 織地 雄介 オリチ ユウスケ 29 167 ゴールドジム湘南神奈川
91 ロペス ツヨシ ロペス ツヨシ 25 168 個人
92 宮脇 拓郎 ミヤワキ タクロウ 30 168 個人
93 手島 祐 テシマ ユウ 30 168 個人

メンズフィジーク172㎝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
94 小舟 雄登 コブネ ユウト 27 169 ゴールドジム横浜上星川
95 藤井 隆聖 フジイ リュウセイ 22 169 個人
96 羽山 穣 ハヤマ ジョウ 38 169 個人
97 遠藤 拓 エンドウ タク 27 170 個人
98 石井 優太 イシイ ユウタ 20 170 ゴールドジム横浜上星川
99 高尾 勇斗 タカオ ユウト 27 170 個人

100 安東 雅喬 アンドウ マサタカ 34 170 個人
101 山縣 健太 ヤマガタ ケンタ 31 170 個人
102 福島 匡志 フクシマ マサシ 33 170 横浜マリントレーニングジム

103 芳賀 翔 ハガ ショウ 26 170 個人
104 山本 宏樹 ヤマモト ヒロキ 25 171 個人
105 米澤 一希 ヨネザワ カズキ 25 171 ゴールドジム横浜上星川
106 竹中 智胤 タケナカ トモツグ 28 171 個人
107 千葉 雄介 チバ ユウスケ 21 171 個人
108 西本 直刀 ニシモト ナオト 31 171 横浜マリントレーニングジム

109 吉田 隼人 ヨシダ ハヤト 32 171 横浜マリントレーニングジム

110 鈴木 裕紀 スズキ ユウキ 28 172 個人
111 細田 みらい ホソダ ミライ 24 172 個人
112 宮崎 俊 ミヤザキ シュン 34 172 個人
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№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名

メンズフィジーク176㎝以下級 １３名　１位～６位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
113 鈴木 智史 スズキ サトシ 32 173 個人
114 稲葉 孝博 イナバ タカヒロ 38 173 ゴールドジム厚木神奈川
115 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

116 廣野 拓 ヒロノ タク 38 173 ゴールドジム厚木神奈川
117 眞鍋 弘明 マナベ ヒロアキ 31 173 ゴールドジム横浜馬車道
118 宮杉 一輝 ミヤスギ カズキ 26 174 個人
119 中丸 陽太 ナカマル ヨウタ 36 174 個人
120 宇賀神 遼 ウガジン リョウ 26 174 ゴールドジム横浜馬車道
121 鈴木 裕太郎 スズキ ユウタロウ 34 174 チャンピオン平塚
122 井上 悠太 イノウエ ユウタ 34 175 ゴールドジム横浜上星川
123 里森 健人 サトモリ ケント 27 175 個人
124 渋谷 漁 シブヤ リョウ 22 176 ゴールドジム横浜馬車道
125 福井 聖也 フクイ セイヤ 25 176 個人

メンズフィジーク180㎝以下級 10名　1位～5位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
126 平田 航輝 ヒラタ コウキ 24 176 個人
127 上野 駿人 ウエノ ハヤト 31 177 ゴールドジム横須賀神奈川
128 丸山 貴弘 マルヤマ タカヒロ 28 177 個人
129 谷山 善規 タニヤマ ヨシキ 29 177 個人
130 齋藤 耀 サイトウ ヒカル 32 177 ゴールドジム湘南神奈川
131 田辺 守志 タナベ シュウジ 26 177 個人
132 大江 晃輔 オオエ コウスケ 24 178 個人
133 高原 涼太 タカハラ リョウタ 28 178 横浜マリントレーニングジム

134 今井 浩実 イマイ ヒロミ 22 179 ゴールドジム横須賀神奈川
135 谷繁 凜 タニシゲ リン 24 179 個人

メンズフィジーク180㎝超級 11名　　1位～6位
№ 氏　名 フリガナ 年齢 身長 所属クラブ名
136 上米良 岳 カンメラ タカシ 41 180 ゴールドジム溝の口神奈川
137 星野 朝悦 ホシノ トモエツ 24 180 ゴールドジム横浜馬車道
138 保坂 麗弥 ホサカ レイヤ 21 181 ゴールドジム湘南神奈川
139 阿部 颯 アベ ハヤテ 23 181 ゴールドジム湘南神奈川
140 田尻 大志 タジリ ダイシ 28 181 個人
141 大方 雄大 オオカタ ユウダイ 29 182 チャンピオン平塚
142 寺田 極 テラダ キワム 29 182 個人
143 有方 琢眞 アリカタ タクマ 24 183 個人
144 大坪エドワード オオツボ　エドワード 23 183 ゴールドジム横須賀神奈川
145 五味 裕太 ゴミ ユウタ 40 184 横浜マリントレーニングジム

146 高田 聖也 タカダ セイヤ 28 186 ゴールドジム横須賀神奈川
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