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15名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

1 五　嶋　弘　美 ｺﾞｼﾏ ﾋﾛﾐ 福　岡 58歳 172㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

2 竹之内　忠　史 ﾀｹﾉｳﾁ ﾀﾀﾞﾌﾐ 長　崎 38歳 176㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

3 竹　永　大　成 ﾀｹﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 佐　賀 21歳 174㎝ 個人登録

4 植　松　　　亮 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 長　崎 41歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

5 上　野　光　太 ｳｴﾉ ｺｳﾀ 長　崎 20歳 178㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

6 佐　藤　光　秀 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長　崎 42歳 169㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

7 谷　川　洋　平 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 長　崎 34歳 168㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

8 谷　口　宗　士 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｼ 長　崎 27歳 163㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

9 髙　橋　雄　大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 長　崎 22歳 178㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

10 長　谷　良　太 ﾊｾ  ﾘｮｳﾀ 福　岡 41歳 174㎝ ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ博多

11 寺　田　欽　弥 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾝﾔ 長　崎 32歳 186㎝ 個人登録

12 安　藤　昭太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 大　分 27歳 169㎝ 個人登録

13 川　西　宏　和 ｶﾜﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 宮　崎 36歳 171㎝ ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞZONE

14 岩穴口　翔　大 ｲﾜﾅｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 熊　本 25歳 173㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通り熊本

15 中　山　　　亮 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長　崎 25歳 180㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

15名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

16 津　田　卓　也 ﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 長　崎 49歳 176㎝ 75㎏ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

17 木　下　文　夫 ｷﾉｼﾀ ﾌﾐｵ 長　崎 39歳 174㎝ 80㎏ 個人登録

18 平　田　和　彦 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 長　崎 46歳 175㎝ 73㎏ 個人登録

19 石　田　英　国 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｸﾆ 長　崎 28歳 175㎝ 72㎏ 個人登録

20 古　川　　　翔 ﾌﾙｶﾜ ｶｹﾙ 長　崎 25歳 178㎝ 80㎏ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

21 塚　本　定　雄 ﾂｶﾓﾄ ｻﾀﾞｵ 長　崎 46歳 168㎝ 59㎏ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

22 城　下　大　規 ｼﾛｼﾀ ﾀﾞｲｷ 長　崎 27歳 160㎝ 55㎏ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

23 浦　岡　慎之助 ｳﾗｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 長　崎 22歳 177㎝ 75㎏ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

24 尾　﨑　久　文 ｵｻﾞｷ ﾋｻﾌﾐ 長　崎 67歳 167㎝ 65㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

25 井　手　正　信 ｲﾃﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 長　崎 48歳 166㎝ 61㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

26 佐　藤　光　秀 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長　崎 42歳 169㎝ 73㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

27 谷　川　洋　平 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 長　崎 34歳 168㎝ 65㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

28 谷　口　宗　士 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｼ 長　崎 27歳 163㎝ 65㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

29 寺　田　欽　弥 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾝﾔ 長　崎 32歳 186㎝ 80㎏ 個人登録

30 出　口　睦　樹 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾑﾂｷ 長　崎 23歳 166㎝ 60㎏ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

２名出場（表彰: 1位～2位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

31 瀬戸山　祐里弥 ｾﾄﾔﾏ ﾕﾘﾔ 長　崎 33歳 166㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

32 小ケ倉　麻　紀 ｵｶﾞｸﾗ ﾏｷ 福　岡 42歳 163㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

12名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

33 若　杉　ちとせ ﾜｶｽｷﾞ ﾁﾄｾ 長　崎 51歳 159㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

34 谷　川　智　恵 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｴ 長　崎 49歳 164㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

35 内　田　梨　沙 ｳﾁﾀﾞ ﾘｻ 長　崎 34歳 155㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

36 渕　野　香　織 ﾌﾁﾉ ｶｵﾘ 長　崎 47歳 163㎝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

37 鈴　木　花　菜 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 福　岡 32歳 151㎝ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

38 柏　原　ゆかり ｶｼﾊﾗ ﾕｶﾘ 福　岡 40歳 159㎝ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

39 迫　田　涼　子 ｻｺﾀﾞ ﾘｮｳｺ 長　崎 34歳 171㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

40 曽　我　祐　美 ｿｶﾞ ﾕﾐ 大　分 45歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

41 田　中　玲　子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ 福　岡 45歳 161㎝ ARIAKE GYM

42 新　垣　綾　子 ｱﾗｶｷ ｱﾔｺ 沖　縄 53歳 143㎝ 個人登録

43 夏　目　理　央 ﾅﾂﾒ ﾘｵ 福　岡 29歳 161㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

44 高　須　久　美 ﾀｶｽ ｸﾐ 熊　本 54歳 157㎝ ｵｰﾌﾟﾝ
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28名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

45 村　里　憲　哉 ﾑﾗｻﾞﾄ ｹﾝﾔ 長　崎 23歳 168㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

46 烏　山　太　地 ｶﾗｽﾔﾏ ﾀｲﾁ 長　崎 30歳 167㎝ 個人登録

47 杉　本　　　瞬 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝ 長　崎 37歳 164㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

48 森　岡　憲　伸 ﾓﾘｵｶ ｹﾝｼﾝ 長　崎 20歳 163㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

49 亀　屋　祐　喜 ｶﾒﾔ ﾕｳｷ 長　崎 33歳 164㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

50 横　山　大　輔 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 長　崎 29歳 168㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

51 西　村　　　蔵 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ 長　崎 38歳 167㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

52 古　賀　勇　樹 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 長　崎 28歳 165㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

53 岩　井　史　龍 ｲﾜｲ ｼﾘｭｳ 長　崎 26歳 168㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

54 糸　山　裕　麻 ｲﾄﾔﾏ ﾕｳﾏ 長　崎 29歳 165㎝ 個人登録

55 原　田　涼　平 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 佐  賀 30歳 164㎝ ﾌｧｰｽﾄﾌｨｯﾄﾈｽ

56 中　尾　佳　寿 ﾅｶｵ ｶｽﾞ 愛  知 27歳 166㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

57 敷　島　孝　太 ｼｷｼﾏ ｺｳﾀ 大　分 31歳 165㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

58 金　堀　　　歩 ｶﾅﾎﾘ ｱﾕﾐ 長　崎 23歳 166㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

59 末　原  由　都 ｽｴﾊﾗ  ﾕｳﾄ 長　崎 28歳 163㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

60 柿　田　昂　貴 ｶｷﾀ ｺｳｷ 宮　崎 28歳 164㎝ ﾍﾞｽﾄｼｪｲﾌﾟ

61 今　田  裕　麻 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 長　崎 20歳 166㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

62 生　駒　　　輝 ｲｺﾏ ﾋｶﾙ 福　岡 31歳 167㎝ 個人登録

63 林  　　孝　樹 ﾊﾔｼ  ｺｳｷ 長　崎 26歳 164㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

64 小　林  儀　史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 福　岡 31歳 166㎝ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

65 森　下  俊　士 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ 長　崎 35歳 162㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

66 冨　永　　　涼 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳ 長　崎 33歳 162㎝ 個人登録

67 宮　崎　浩　二 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 長　崎 30歳 167㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

68 力　　　省　吾 ﾁｶﾗ ｼｮｳｺﾞ 長　崎 31歳 161㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

69 原　田　悠　介 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 佐  賀 23歳 163㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

70 山　城  巧　海 ﾔﾏｼﾛ  ﾀｸﾐ 長　崎 21歳 165㎝ 個人登録

71 樋　渡  祐　基 ﾋﾜﾀｼ ﾕｳｷ 長　崎 24歳 166㎝ 個人登録

72 中　村 　　 優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 熊  本 32歳 167㎝ 個人登録

19名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

73 嶋　　　慶　太 ｼﾏ ｹｲﾀ 長　崎 31歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

74 久　保　　　大 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲ 長　崎 33歳 169㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

75 柴　田  泰　宏 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 大  阪 30歳 171㎝ KING GYM

76 江　上　拓　冶 ｴｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 熊  本 24歳 171㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

77 一　山  祐　介 ｲﾁﾔﾏ  ﾕｳｽｹ 長　崎 39歳 169㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

78 今　田　博　之 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 佐  賀 25歳 169㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

79 山　口　英　彬 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 長　崎 29歳 172㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

80 玉　田　知　裕 ﾀﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長　崎 28歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

81 平　川  　　覚 ﾋﾗｶﾜ  ｻﾄｼ 福　岡 26歳 170㎝ ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ姪浜

82 山　口　隼　斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 佐  賀 25歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

83 宮　﨑  宏　樹 ﾐﾔｻﾞｷ  ﾋﾛｷ 長　崎 35歳 172㎝ 個人登録

84 中　尾  貫太郎 ﾅｶｵ  ｶﾝﾀﾛｳ 長　崎 26歳 171㎝ 個人登録

85 小　田　大　輝 ｵﾀﾞ ﾀｲｷ 長　崎 22歳 169㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

86 関　野  仁　輝 ｾｷﾉ  ﾋﾛｷ 福　岡 37歳 171㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

87 小　林  鉄　雄 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾃﾂｵ 佐  賀 42歳 170㎝ 個人登録

88 丸　山　航　平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 大　分 22歳 172㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

89 玉　城  良　介 ﾀﾏｷ  ﾘｮｳｽｹ 長　崎 31歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

90 江　田  惟武紀 ｴﾀﾞ  ｲﾌﾞｷ 長　崎 20歳 171㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

91 田　中  寿　一 ﾀﾅｶ  ﾄｼｶｽﾞ 熊  本 48歳 169㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通熊本

メンズフィジーク 168cm以下級

メンズフィジーク 172cm以下級
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21名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

92 池　田  昂　世 ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ 佐  賀 23歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

93 渡　部　昂　平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 佐  賀 28歳 173㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

94 永　峯　　　瞬 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭﾝ 長　崎 35歳 175㎝ 個人登録

95 片　山　直　哉 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾔ 長　崎 25歳 175㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

96 南　條　理　森 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾓﾘ 佐  賀 23歳 174㎝ 個人登録

97 久　田　　　亮 ﾋｻﾀ ﾘｮｳ 長　崎 23歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

98 野　元　祐　樹 ﾉﾓﾄ ﾕｳｷ 長　崎 28歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

99 長谷川　朋　也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 長　崎 28歳 175㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

100 江　向 　　 晃 ｴﾑｶｲ ｱｷﾗ 佐  賀 39歳 174㎝ 個人登録

101 田　原　　　翼 ﾀﾊﾞﾗ ﾂﾊﾞｻ 宮　崎 25歳 174㎝ ﾍﾞｽﾄｼｪｲﾌﾟ

102 峯　　　　　晟 ﾐﾈ  ｱｷﾗ 福　岡 25歳 174㎝ ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ姪浜

103 永　井　慎太郎 ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾀﾛｳ 長　崎 38歳 173㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

104 山　川　智　史 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 長　崎 20歳 174㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

105 清　野  辰　郎 ｾｲﾉ  ﾀﾂﾛｳ 長　崎 38歳 175㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

106 姉　川  麟太郎 ｱﾈｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 福  岡 28歳 174㎝ 個人登録

107 田　中  慎　也 ﾀﾅｶ  ｼﾝﾔ 山  口 34歳 173㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

108 林　瀬  龍　紀 ﾊﾔｾ  ﾀﾂﾉﾘ 長　崎 21歳 175㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

109 野　平  崚　恭 ﾉﾋﾗ  ﾘｮｳｽｹ 長　崎 29歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

110 宮　内  颯　志 ﾐﾔｳﾁ  ｿｳｼ 福　岡 22歳 174㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

111 中　里  真二郎 ﾅｶｻﾞﾄ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 福　岡 30歳 173㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

112 杉　本　　　涼 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾘｮｳ 長　崎 26歳 174㎝ 個人登録

17名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

113 片　山　裕　貴 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 長　崎 30歳 180㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

114 七　田　恵太郎 ｼﾁﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 長　崎 35歳 178㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

115 小　田　大　元 ｵﾀﾞ ﾀｲｹﾞﾝ 長　崎 27歳 189㎝ 個人登録

116 佐々木　　　翔 ｻｻｷ ｶｹﾙ 長　崎 23歳 177㎝ 個人登録

117 北　野　雄　飛 ｷﾀﾉ ﾕｳﾋ 長　崎 22歳 176㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

118 中　村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 長　崎 37歳 177㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

119 大　黒　　　凌 ﾀﾞｲｺｸ ﾘｮｳ 長　崎 29歳 184㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

120 松　尾　佳　杏 ﾏﾂｵ ｶｱﾝ 長　崎 24歳 176㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

121 一　瀬　一　則 ｲﾁﾉｾ ｶｽﾞﾉﾘ 長　崎 21歳 179㎝ 個人登録

122 橋　本  宏　和 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 長　崎 46歳 178㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

123 沢　田  真　吾 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大  阪 38歳 185㎝ 個人登録

124 寄　元  英　幸 ﾖｾﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 福　岡 24歳 177㎝ ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ姪浜

125 荒　木　卓　也 ｱﾗｷ ﾀｸﾔ 長　崎 27歳 183㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

126 岩　田  知　成 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾅﾘ 熊  本 34歳 177㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通熊本

127 福　田　章　人 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ 長　崎 28歳 178㎝ 個人登録

128 江　島  武　志 ｴｼﾞﾏ ﾀｹｼ 佐  賀 28歳 176㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

129 澤　田  大　希 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｷ 長　崎 26歳 180㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

11名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

130 片　川　隆　志 ｶﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 鹿児島 44歳 171㎝ 個人登録

131 長　田　勇　気 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 愛  知 44歳 169㎝ 個人登録

132 小　柳　　　茂 ｺﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞﾙ 長　崎 49歳 170㎝ 個人登録

133 松　尾　貴　大 ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ 長　崎 53歳 167㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

134 梁　瀬　由　靖 ﾔﾅｾ ﾖｼﾉﾌﾞ 長　崎 48歳 171㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

135 松　田　竜太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大　分 45歳 170㎝ ｵｰﾌﾟﾝ

136 須　﨑　直　人 ｽｻﾞｷ ﾅｵﾄ 長　崎 48歳 171㎝ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

137 黒　田　祐　輔 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 福　岡 40歳 165㎝ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

138 小　林　鉄　雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 佐  賀 42歳 170㎝ 個人登録

139 田　中　寿　一 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 熊  本 48歳 169㎝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通熊本

140 加　来　　　太 ｶｸ ﾌﾄｼ 福　岡 52歳 170㎝ 個人登録

メンズフィジーク 176cm以下級

メンズフィジーク 176cm超級

マスターズ・メンズフィジーク 40歳以上172cm以下級
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3名出場（表彰: 1位～3位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

141 浦　川　稔　弘 ｳﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 長　崎 43歳 179㎝ ﾏﾙﾔｼﾞﾑ

142 牧　島　一　生 ﾏｷｼﾏ ｶｽﾞｵ 長　崎 41歳 176㎝ 個人登録

143 黒　瀬　一　聖 ｸﾛｾ ｲｯｾｲ 福　岡 46歳 178㎝ ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ･ｵｰｽﾞ

22名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

144 西　山　和　仁 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾄ 鹿児島 56歳 170㎝ 70㎏ ｱｽﾘｰﾄGYM熊道場

145 木　下　文　夫 ｷﾉｼﾀ ﾌﾐｵ 長　崎 39歳 174㎝ 80㎏ 個人登録

146 石　田　英　国 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｸﾆ 長　崎 28歳 175㎝ 72㎏ 個人登録

147 鬼　木　貴　史 ｵﾆｷ ﾀｶﾌﾐ 佐  賀 36歳 170㎝ 75㎏ 個人登録

148 小　野　幸　重 ｵﾉ ﾕｷｼｹﾞ 大　分 51歳 171㎝ 65㎏ 個人登録

149 有　門　拓　也 ｱﾘｶﾄﾞ  ﾀｸﾔ 福　岡 33歳 174㎝ 72㎏ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾋﾞｸﾄﾘｰ

150 田　中　政　文 ﾀﾅｶ  ﾏｻﾌﾐ 福　岡 63歳 174㎝ 68㎏ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾋﾞｸﾄﾘｰ

151 永　窪　　　弘 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ 宮　崎 49歳 172㎝ 65㎏ ﾍﾞｽﾄｼｪｲﾌﾟ

152 大　薮　賀　弘 ｵｵﾔﾌﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮　崎 37歳 171㎝ 70㎏ ﾍﾞｽﾄｼｪｲﾌﾟ

153 木　戸　竜　平 ｷﾄﾞ ﾘｭｳﾍｲ 福  岡 31歳 168㎝ 74㎏ 個人登録

154 榎　田　大　人 ｴﾉｷﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮　崎 21歳 172㎝ 86㎏ 個人登録

155 川久保　　　優 ｶﾜｸﾎﾞ ﾏｻﾙ 福　岡 34歳 171㎝ 63㎏ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

156 松　尾　　　誠 ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ 福　岡 23歳 169㎝ 70㎏ 個人登録

157 髙　倉　　　勝 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾙ 福　岡 48歳 171㎝ 77㎏ ARIAKE GYM

158 犬　束　貴　博 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 福　岡 50歳 155㎝ 58㎏ 個人登録

159 松　田　健一郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福　岡 44歳 167㎝ 67㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

160 立　野　智　宏 ﾀﾃﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福　岡 28歳 170㎝ 80㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

161 矢　野　真　也 ﾔﾉ ｼﾝﾔ 福　岡 44歳 170㎝ 66㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

162 元　田　雄　己 ﾓﾄﾀﾞ ﾕｳｷ 熊  本 28歳 176㎝ 75㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通熊本

163 吉　岡　直　樹 ﾖｼｵｶ  ﾅｵｷ 熊  本 35歳 171㎝ 81㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ上通熊本

164 松　田　　　崚 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 沖  縄 22歳 168㎝ 73㎏ 名護ｼﾞﾑ

165 福　山　翔　太 ﾌｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ 鹿児島 40歳 178㎝ 85㎏ 個人登録

8名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

166 鈴  木  陽  一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 福　岡 58歳 175㎝ 78㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ飯塚福岡

167 重  枝  忠  幸 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 福　岡 57歳 161㎝ 55㎏ 個人登録

168 小  島  信  一 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 福　岡 57歳 164㎝ 65㎏ 個人登録

169 前  田  宗  寛 ﾏｴﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 鹿児島 50歳 166㎝ 62㎏ ﾁｰﾑﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

170 德  永  健  治 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 鹿児島 49歳 169㎝ 65㎏ ﾁｰﾑﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

171 井  手  正  信 ｲﾃﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 長　崎 48歳 166㎝ 61㎏ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

172 副  島  宏  志 ｿｴｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 福　岡 40歳 177㎝ 75㎏ ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ ｵｰｽﾞ

173 福　田　　　宏 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 福　岡 50歳 175㎝ 54㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

7名出場（表彰: 1位～6位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

174 德  田  和  昭 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 鹿児島 72歳 161㎝ 61㎏ ﾁｰﾑﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

175 神  田　光  雄 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂｵ 福　岡 73歳 178㎝ 71㎏ ｱﾒﾘｶﾝｼﾞﾑ姪浜

176 太  田　茂  人 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾄ 佐  賀 60歳 168㎝ 62㎏ 個人登録

177 福  岡　正  男 ﾌｸｵｶ ﾏｻｵ 福　岡 63歳 172㎝ 68㎏ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

178 竹  下  浩  一 ﾀｹｼﾀ ｺｳｲﾁ 長　崎 74歳 160㎝ 60㎏ ｹﾞｯﾄｲﾝｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

179 横  川  英  基 ﾖｺｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 福　岡 63歳 163㎝ 60㎏ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ博多福岡

180 榎  本　隆  司 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 大　分 61歳 161㎝ 66㎏ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞ

5名出場（表彰: 1位～5位）
No. 氏　　　名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 住　所 年 令 身 長 体 重 年 数 備　　　　　　　考

181 吉　澤　美津穂 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞﾎ 大　分 48歳 154㎝ 46㎏ 個人登録

182 吉　田　敦　子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ 福　岡 54歳 158㎝ 45㎏ ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

183 坂　口　静　香 ｻｶｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 福　岡 39歳 155㎝ 46㎏ ARIAKE GYM

184 田　代　香　織 ﾀｼﾛ ｶｵﾘ 大　分 44歳 153㎝ 45㎏ TSUDAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

185 原　田　文　香 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 大　分 30歳 158㎝ 45㎏ TSUDAﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

九州・沖縄　女子フィジーク

マスターズ・メンズフィジーク 40歳以上172cm超級

九州・沖縄　男子ボディビル

九州・沖縄　男子ボディビルマスターズ　40・50代

九州・沖縄　男子ボディビルマスターズ　60歳以上

【選手の皆様へ】　確認の上、修正等ございましたら　ANA66025＠nifty.com  へ連絡をお願い致します。　(担当：浦岡）


