
７位 須　江　正　尋
８位 合　戸　孝　二

75kg級 10位 谷　野　義　弘
10月3日(金)～6日(月) 158cm級 11位 望　月　朋　子
スペイン／サンタスサナ 163cm超級 ８位 三　國　智　子

６位 奥　村　武　司
12位 野　澤　　　 勉
12位 小　沼　敏　雄
14位 大　橋　勝　彦
６位 片　川　　　 淳
10位 廣　田　俊　彦

男子60才級 ８位 井　原　　　 茂
女子 10位 廣　田　ゆ　み
75kg超級 ７位 國　井　裕　平
70kg級 - - 近　藤　賢　司

75kg級 - - 片　川　　　 淳

80kg級 ６位 今　中　直　博

85kg級 ４位 下　田　雅　人

7月16日(水)～21日(月) 52kg級 ３位 水　間　詠　子

55kg級 ２位 秋 山　加津美

中国／香港 160cm級 ５位 菊　池　智　子

５位 三　國　智　子

- - 森　　　 弘　子

160cm級 ６位 菊　池　智　子

160cm超級 ３位 三　國　智　子

60kg級 ５位 小久保　一 美

65kg級 ６位 津　田　　　 宏

70ｋｇ級 ５位 合　戸　孝　二

75kg級 ５位 谷　野　義　弘

80kg級 ５位 鈴　木　　　 雅

85ｋｇ級 ５位 下　田　雅　人

60kg級 １位 小久保　一 美

65kg級 １位 佐　藤　貴　規

5月27日(火)～31日(土) 80kg級 １位 松 尾　隆太郎

85kg級 １位 鈴　木　　　 雅

モンゴル／ウランバートル 女子 52kg超級 ３位 足　立　晃　子

160cm級 １位 望　月　朋　子

160cm超級 ３位 山　下　由　美

65kg級 １位 佐　藤　貴　規

10月5日(日) 70kg級 １位 奥　村　武　司

75kg級 ２位 山　田　幸　治

日本／大阪 80kg級 １位 今　中　直　博

女子 ｵｰﾌﾟﾝ １位 山野内　里　子

アジア女子ボディビル選手権(25回)

アジアボディフィットネス選手権(5回)

東アジアボディビル選手権(4回)

男子

ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ

男子
日韓親善ボディビル選手権(7回)

2008年 世界・アジアボディビル選手権大会 入賞者一覧表

世界ジュニアボディビル選手権(28回)

11月2日(日)～7日(金)
バーレーン／マナーマ

世界男子ボディビル選手権(第62回)
70kg級

10月17日(金)～20日(月)

インドネシア／バリ

世界ミスボディフィットネス選手権(7回)
世界ミスフィットネス選手権(13回)

世界マスターズボディビル選手権(28回)

男子40才70ｋｇ級

男子40才80ｋｇ級
11月27日(木)～12月2日

(火)
男子50才級

チェコ／ピルゼン市

アジア男子ボディビル選手権(42回)

160cm超級

アジアミスフィットネス選手権(10回)

アジア バリ ビーチ ゲームズ(1回) 男子
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2008年10月5日(日) 大阪市/西区

順位 男子の部 女子の部 ジュニア 全国高等学校

１位 合　戸　孝　二（静　岡） 西　本　朱　希（東　京） 國　井　裕　平（宮　城） 竹　内　大　生（鳥　取）

２位 須　江　正　尋（東　京） 今　村　直　子（大　阪） 小野山　大 貴（愛　知） 山　本　邦　彦（岡　山）

３位 谷　野　義　弘（東　京） 水　間　詠　子（東　京） 染　川　雄　祐（大　阪） 茂出木　一 真（埼　玉）

４位 木　澤　大　祐（愛　知） 惠　良　律　子（東　京） 薊　     優　希（東　京） 南　雲　俊　紀（埼　玉）

５位 下　田　雅　人(社会人） 秋 山　加津美（大　阪） 依　田　和　也（東　京） 柴　田　大　輔（岡　山）

６位 今　中　直　博（大　阪） 相　馬　貴　子（東　京） 大　野　優　介（東　京） 茂出木　貴 紹（埼　玉）

７位 鈴　木　     雅（東　京） 大　澤　直　子（東　京） 福　嶋　亮　太（宮　城） 杉　本　勇　磨（三　重）

８位 相　川　浩　一（東　京） 足　立　晃　子（東　京） 竹　内　大　生（鳥　取）

９位 近　藤　賢　司（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 後　藤　達　朗（東　京）

10位 井　上　     浩（大　阪） 勝　　　あゆみ（三　重） 山　本　邦　彦（岡　山）

11位 中　武　克　雄（大　阪） 坂　本　涼　子（愛　知） 宮　岡　公　平（東　京）

12位 山　田　幸　治（東　京） 山野内　里 子（愛　知） 茂出木　一 真（埼　玉）

2008年7月13日(日) 福岡県/飯塚市

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子80kg級

１位 小久保　一 美（東　京） 津　田　     宏（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 谷　野　義　弘（東　京） 鈴　木　     雅（東　京）

２位 溝　口　隆　広（静　岡） 佐　藤　貴　規（東　京） 村　松　幸　大（埼　玉） 征　矢　洋　文（長　野） 松 尾　隆太郎（千　葉）

３位 川　村　正　美（宮　城） 丹　羽　真　一(社会人） 廣　田　俊　彦（愛　知） 郷　     直　樹（東　京） 小　田　敏　郎（愛　知）

４位 中　西　健　一（三　重） 田　代　     圭（愛　知） 平　野　則　正（京　都） 髙　梨　圭　祐（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）

５位 小　森　康　裕（富　山） 甲　田　     敦（長　野） 井　上　裕　章（静　岡） 谷　澤　一　矢(神奈川） 高　木　     昇(神奈川）

６位 穗　積　     晃（長　崎） 児 玉　賢太郎（長　野） 竹　本　哲　也（広　島） 猿　山　直　史（大　阪） 川　村　     崇（福　岡）

７位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 竹　村　敦　司（愛　知） 内　海　新　悟（福　岡） 五　嶋　弘　美（福　岡） 井　上　博　樹（大　阪）

８位 北　村　弘　行（兵　庫） 重　岡　寿　典（山　口） 播　磨　     修（福　岡） 小　森　修　一（福　岡） 村　山　     元（新　潟）

９位 西　川　雅　也（愛　知） 鷲　巣　国　彦（長　野） 北　原　     誠（佐　賀） 佐々木　仁 史（東　京） 有　門　勝　久（福　岡）

10位 小　林　     良(神奈川） 中　嶋　     充（福　岡） 大　庭　範　久（福　岡） 片　井　     忠（福　岡） 森　     正　樹（京　都）

11位 犬　束　貴　博（福　岡） 徳　田　克　彦（静　岡） 竹之内　　　正（茨　城） 岡　     育　宏（山　口）

12位 川　辺　     仁（大　阪） 下　山　安　彦（長　崎） 今　村　孝　文（福　岡）

13位 千　束　正　彦(社会人） 伊　藤　一　洋（福　岡） 重　田　雅　治（山　口）

14位 柏　倉　充　佳（東　京） 宮　島　     望（三　重） 原　武　章　博（東　京）

15位 上　田　裕　司（福　岡） 嶽　     美　秀（兵　庫） 村　重　典　昭（山　口）

順位 男子85kg級 男子90kg級 男子90kg超級 女子46kg級 女子49kg級

１位 相　川　浩　一（東　京） 井　上　     浩（大　阪） 三　橋　信　之（三　重） 大　澤　直　子（東　京） 猪　原　美　樹(鹿児島）

２位 吉　山　潤　一（長　崎） 平　田　     隆（京　都） 辻　     紀　子（三　重） 山野内　里 子（愛　知）

３位 見　田　達　也(社会人） 友　納　耕　二（福　岡） 国　田　真　紀（大　阪） 藤　田　未　央（福　岡）

４位 辻　田　     勲（大　阪） 大 倉　志満恵（大　阪）

５位 松　村　京　子（大　阪）

順位 女子55kg級 女子58kg級 女子58kg超級 男子マスターズ45才級 男子マスターズ55才級

１位 足　立　晃　子（東　京） 佐々木　亜　紀（愛　知） 西　本　朱　希（東　京） 奥　村　武　司（大　阪） 杉　内　忠　久（福　岡）

２位 北　川　み　ほ（東　京） 勝　　　 あゆみ（三　重） 廣　田　ゆ　み（愛　知） 丹　羽　真　一(社会人）

３位 山　﨑　智　香（東　京） 田　所　勇　二（茨　城）

４位 竹　村　敦　司（愛　知）

５位 五　嶋　弘　美（福　岡）

６位 小　笹　秀　明(社会人）

７位 村　重　典　昭（山　口）

８位 千　束　正　彦(社会人）

９位 吉　田　秀　一（富　山）

10位 石　丸　広　史（福　岡）

11位 竹　歳　朋　晃（鳥　取）

日本クラス別ボディビル選手権

日本ボディビル選手権大会

2008年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①
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2008年9月28日(日) 東京都江戸川区

順位 男子40才70kg級 男子40才80kg級 男子40才80kg超級 男子50才級 男子60才級

１位 奥　村　武　司（大　阪） 野　澤　　　 勉（東　京） 小　沼　敏　雄（東　京） 片　川　　　 淳（山　口） 井　原　　　 茂(社会人）

２位 村　松　幸　大（埼　玉） 大　橋　勝　彦（宮　城） 芝　原　茂　樹（徳　島） 廣　田　俊　彦（愛　知） 後　藤　　　 譲（東　京）

３位 国　塚　清　久(神奈川） 内　藤　隆　之（山　梨） 六本木　　　昇（栃　木） 大　竹　勝　敏（新　潟）

４位 成　田　晴　夫（千　葉） 小　島　良　司（埼　玉） 土　屋　みのる(神奈川） 篠　原　信　良（東　京）

５位 竹　村　敦　司（愛　知） 猿　山　直　史（大　阪） 酒　井　隆　典（大　阪） 宮　崎　則　尚（三　重）

６位 榊　原　貴　裕（大　阪） 天　童　曹　耀（東　京） 片　岡　俊　和（岡　山） 田　中　作　司（京　都）

７位 下　地　武　光（沖　縄） 宮　野　　　 隆（埼　玉） 菊　池　正　幸（宮　城） 吉　田　邦　夫（東　京）

８位 小　林　幸　治（東　京） 竹　歳　朋　晃（鳥　取） 儀　間　光　広（沖　縄） 上　田　恭　義（大　阪）

９位 丹　羽　真　一(社会人） 桐　生　辰　男（新　潟） 岡　部　昭　一（石　川）

10位 徳　田　克　彦（静　岡） 小　柴　良　介（兵　庫） 海老名　　　昇（青　森）

順位 男子65才級 男子70才級 女子35才級 女子45才級

１位 杉　尾　　　 忠（香　川） 登　坂　　　 勉（東　京） 勝　　　 あゆみ（三　重） 廣　田　 ゆ　み（愛　知）

２位 山　岸　　　 徹（東　京） 木　村　博　男(社会人） 辻　　　 紀　子（三　重） 杉　井　ますみ（東　京）

３位 内　田　義　一（兵　庫） 金　澤　利　翼（広　島） 松　村　京　子（大　阪） 佐 藤　美由紀（東　京）

４位 知　名　定　勝（沖　縄） 小　林　二　郎（東　京） 田 後　由美子（東　京） 大　林　令　子（宮　城）

５位 安　部　　　 保（大　分） 阿野田　英 生（三　重） 髙 松　眞里子（東　京）

６位 神　原　健　二（東　京） 荒　川　正　雄（東　京） 木　島　洋　子（東　京）

７位 笠　原　孝　昭（群　馬） 渡　辺　信　行（山　口） 間　部　曜　子(神奈川）

８位 森　山　年　章（兵　庫） 藤　原　勤　也（宮　城） 深　作　靖　子（東　京）

９位 井　上　義　信（大　阪） 津　田　哲　夫（宮　城） 村　岡　由　子(神奈川）

10位 山　本　和　男（長　野） 青　山　昭　二（東　京） 彦　坂　陽　子（愛　知）

2008年8月3日(日) 静岡県/島田市

順位 男子の部 女子の部

１位 山　田　幸　浩（東　京） 天　童　あゆみ（東　京） 佐　竹　次　郎（大　阪） 丹　羽　裕　子（京　都）

２位 北　村　智　昭（兵　庫） 佐々木　亜 紀（愛　知） 昌　川　卓　也（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪）

３位 征　矢　洋　文（長　野） 足　立　晃　子（東　京）

４位 髙　梨　圭　祐（東　京） 坂　本　涼　子（愛　知）

５位 村　松　幸　大（埼　玉） 清 水　恵理子（東　京）

６位 佐　藤　貴　規（東　京） 佐 藤　美由紀（東　京）

７位 小　田　敏　郎（愛　知） 久　野　礼　子（東　京）

８位 平　野　則　正（京　都） 湯　澤　寿　枝（栃　木）

９位 加　藤　直　之(神奈川） 山野内　里 子（愛　知）

10位 芝　原　茂　樹（徳　島） 辻　　　 紀　子（三　重）

11位 尾　崎　昭　仁（岡　山） 大　林　令　子（宮　城）

12位 溝　口　隆　広（静　岡） 安　田　敦　子（東　京）

2008年8月17日(日) 東京都/品川区

順位 ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ160cm級 ﾐｽﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超級

１位 菊　池　智　子（大　阪） 三　國　智　子（静　岡） 望　月　朋　子（静　岡） 三　國　智　子（静　岡）

２位 成　岡　はるみ（東　京） 山　下　由　美（宮　城） 菊　池　智　子（大　阪） 吉　岡　みどり（京　都）

３位 伊　藤　志　江（愛　知） 丹　羽　裕　子（京　都） 岡　本　　　 薫（京　都） 中　村　静　香（宮　城）

４位 土　居　恵　理（大　阪） 千　守　由　起（大　阪） 成　岡　はるみ（東　京） 山　下　由　美（宮　城）

５位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 小 倉　紫絵香（東　京）

６位 大八木　まり子（東　京） 清　水　優　子（東　京）

2008年8月17日(日) 東京都/品川区

順位 女子チャレンジカップ ミス21健康美158cm級 ミス21健康美158cm超級

１位 北　山　道　子（岡　山） 國府方      郁（東　京） 北  原  順  子（佐　賀）

２位 高 松　眞里子（東　京） 伊　藤　志　江（愛　知） 安  藤  淑  子（愛　知）

３位 三 上  真紀子（静　岡） 東　　　奈々子（東　京） 丹　羽　裕　子（京　都）

４位 山  崎  智  香（東　京） 戸　谷　寿　美（愛　知） 山　崎　志　保（東　京）

５位 間　部　曜　子(神奈川） 林　　　なつみ（東　京） 浅　田　ふぢ子（東　京）

６位 深　作　靖　子（東　京） 北　村　奈　智（東　京） 岡　本　早　織（大　阪）

７位 平　岩　玲　子（愛　知）

８位 田　岡　眞　美（三　重）

９位 岡　田　智　子（埼　玉）

10位 平　田　恵　子(神奈川）

日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ選手権／ミス２１健康美大会

ミックスド・ペア

2008年 ＪＢＢＦ主催ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

日本マスターズボディビル選手権大会

ジヤパン・オープン／ミックスド・ペア選手権

オールジャパン・ミスフィットネス選手権大会
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2008年9月15日(月) 宮城県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 川　村　正　美（宮　城） 児 玉　賢太郎（長　野） 水　越　正　則（栃　木） 松　本　美　彦（東　京） 本　多　琢　磨（宮　城）

２位 石　川　栄　一（宮　城） 今　村　　　 敬（宮　城） 柳　沢　伸　一（東　京） 和　泉　悠　太（東　京） 中　澤　智　之（東　京）

３位 清　水　嘉　春（長　野） 小　林　幸　治（東　京） 百　瀬　良　一（東　京） 高　木　　　 昇(神奈川） 久　松　一　貴（茨　城）

４位 小　林　　　 良(神奈川） 岡　崎　信　一（東　京） 青　柳　一　男(社会人） 岩　谷　　　 徹（宮　城） 天　童　曹　耀（東　京）

５位 猪　股　広　和（東　京） 後　藤　　　 讓（東　京） 中　村　貴　裕（東　京） 佐　藤　　　 毅（栃　木） 藤　島　伸　一（埼　玉）

６位 佐　藤　雅　明（東　京） 尾　形　遼　太（宮　城） 白　土　清　実（茨　城） 井　上　芳　雅（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城）

順位 女子50kg級 女子50kg超級 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 佐 藤　美由紀（東　京） 清 水　恵理子（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 後　藤　　　 讓（東　京）
２位 北　川　み　ほ（東　京） 相　馬　貴　子（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 登　坂　　　 勉（東　京）
３位 間　部　曜　子(神奈川） 髙 松　眞里子（東　京） 梶　山　秀　行（茨　城） 伊　野　利　雄（東　京）
４位 深　作　靖　子（東　京） 山　﨑　智　香（東　京） 柴　橋　敏　明（宮　城） 大　西　英　博（東　京）
５位 各 務　裕美子（宮　城） 田 後　由美子（東　京） 根　本　俊　治(社会人） 辺 見　不二男（福　島）
６位 岡 本 賢 二（青 森） 千　束　正　彦(社会人）
順位 ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨﾄﾈｽ160cm級 ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨﾄﾈｽ160cm超級

１位 小 倉　紫絵香（東　京） 中　村　静　香（宮　城）

２位 佐　藤　聡　恵（宮　城） 山　下　由　美（宮　城）

３位 大八木　まり子（東　京） 浅　田　ふぢ子（東　京）

４位 阿 部　恵利子（宮　城） 渡　部　しのぶ（東　京）

５位 ｼﾞｬｸﾘﾝ ｶｰﾝｽﾞ（個　人） 小笠原　伸 子（個　人）

６位 山　崎　志　保（東　京）

2008年8月24日(日) 福島県ボディビル連盟

順位 男　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才 男子マスターズ65才

１位 川　村　正　美（宮　城） 小　玉　則　雄(北海道） 辺 見　不二男（福　島） 海老名　　　昇（青　森） 阿　部　好　法（宮　城）

２位 今　村　　　 敬（宮　城） 長　島　毅　彦（福　島） 今　野　光　輝（宮　城） 菊　池　清　志（宮　城）

３位 佐　藤　尚　孝（福　島） 川　上　利　宏（宮　城） 佐々木　　　功（宮　城）

４位 石　川　栄　一（宮　城） 安　田　裕　之（福　島） 小　野　　　 聡（福　島）

５位 大久保　真 啓（宮　城）

６位 高　橋　　　 基(北海道）

７位 小　玉　則　雄(北海道）

８位 鎌　田　　　 圭（宮　城）

９位 川　島　　　 岳（青　森）

10位 尾　形　遼　太（宮　城）

順位 男子マスターズ70才 ジュニア

１位 藤　原　勤　也（宮　城） 福　嶋　亮　太（宮　城）

２位 津　田　哲　夫（宮　城）

2008年8月10日(日) 茨城県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 山　田　幸　浩（東　京） 山　崎　智　香（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 六本木　　　昇（栃　木）

２位 松　本　美　彦（東　京） 石　崎　秋　津（千　葉） 伊　藤　秀　一（東　京） 石　津　永　司（東　京）

３位 近　藤　一　隆（東　京） 若　林　佳　子（東　京） 北　嶋　茂　男（茨　城） 後　藤　　　 讓（東　京）

４位 栗　原　尚　隆（東　京） 平　田　恵　子(神奈川） 百　瀬　良　一（東　京） 伊　野　利　雄（東　京）

５位 天　童　曹　耀（東　京） 吉　田　賀　一（東　京） 根　岸　　　 浩（群　馬）

６位 藤　島　伸　一（埼　玉） 田　中　好　光（東　京）

７位 加　藤　裕　康（東　京） 星　野　　　 孝（東　京）

８位 谷　澤　一　矢(神奈川）

９位 梅　津　真　人（東　京）

10位 篠　田　　　 真（東　京）

11位 笠　原　　　 司(神奈川）

12位 水　越　正　則（栃　木）

2008年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①

東日本ボディビル選手権大会

関東ボディビル選手権大会

東北・北海道ボディビル選手権大会
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2008年7月27日(日) 千葉県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 小　林　　　 良(神奈川） 猪　股　広　和（東　京） 大　谷　宗　貴（東　京） 加　藤　直　之(神奈川） 天　童　曹　耀（東　京）
２位 金　子　和　政（東　京） 中　井　大　樹（東　京） 太　田　義　弘（東　京） 笠　原　　　 司(神奈川） 松　尾　泰　宏（東　京）
３位 真　島　洋　一（東　京） 箕　輪　浩　昭（栃　木） 實　方　博　士（千　葉） 梅　津　真　人（東　京） 藤　島　伸　一（埼　玉）
４位 堀　　　 利　裕（東　京） 須　金　慶　紀（千　葉） 国　塚　清　久(神奈川） 高　橋　浩　二（東　京） 伊　藤　秀　一（東　京）
５位 遠　藤　　　 修(神奈川） 菊　地　　　 賢（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 椿　　　 幸　仁（東　京） 六本木　　　昇（栃　木）
６位 森　田　英　夫（埼　玉） 齋　藤　義　則（東　京） 小　林　幸　治（東　京） 石　津　永　司（東　京） 木 下　慎二郎（東　京）
７位 土　屋　隆　一（東　京） 阿　部　直　樹（東　京） 諸　橋　晴　也（千　葉）

８位 飯　田　知　明（東　京） 坂　口　英　人(神奈川） 志　賀　英　介(神奈川）

９位 黒　須　健　二（東　京） 上　原　　　 清（東　京） 山　澤　真　二（群　馬）

10位 入　江　弘　泰（東　京） 花　岡　信　明（千　葉）

順位 女子50kg級 女子50kg超級

１位 深　作　靖　子（東　京） 山　崎　智　香（東　京）

２位 西　村　智　恵（埼　玉） 石　崎　秋　津（千　葉）

３位 佐　藤　尚　子（東　京）

４位 平　田　恵　子(神奈川）

2008年8月31日(日) 東京ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 佐々木　　　卓 天　童　あゆみ 加　藤　裕　康 後　藤　    譲 登　坂　    勉
２位 山　田　幸　浩 清　水　恵理子 柳　沢　伸　一 伊　野　利　雄 木　村　博　男
３位 田　沢　春　男 久　野　礼　子 小　林　幸　治 原　田　    浩 山　岸　    徹
４位 高　梨　圭　祐 相　馬　貴　子 眞　田　    宝 大　西　秀　博 吉　田　邦　夫
５位 松　本　美　彦 橋　野　一　美 手　島　    敬 星　野　    孝 小　林　二　郎
６位 佐　藤　貴　規 高　橋　美　津 山　川　忠　弘 井　上　    明 荒　川　正　雄
７位 林　    勇　宇
８位 栗　原　尚　隆
９位 寺　地　進　一
10位 内　田　幸　二
11位 野　澤　    勉
12位 加　瀬　幸　男
順位 ジュニア ボディフットネス

１位 薊　    優　希 小　倉　紫絵香
２位 依　田　和　也 渡　部　しのぶ
３位 大　野　優　介 佐　藤　恵　美
４位 宮　岡　公　平 関　矢　恭　子
５位 浅　田　ふぢ子
６位 大八木　まり子
７位 國府方　　　郁
８位 山　崎　志　保
９位 佐　藤　志　保
10位 佐　藤　美　加

東京ボディビル選手権大会

2008年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

関東クラス別ボディビル選手権大会
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2008年7月13日(日) 東京ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 金　子　和　政 加　藤　裕　康 大　谷　宗　貴 林　　　勇　宇 佐々木　　　卓
２位 猪　股　広　和 土　金　正　巳 小　林　英　樹 斎　藤　丈　生 藤　澤　　　豊
３位 佐　藤　雅　明 井　上　博　紀 中　村　貴　裕 梅　津　真　人 松　尾　泰　宏
４位 堀　　　利　裕 阿　部　直　樹 小　林　幸　治 高　橋　浩　二 小　林　一　良
５位 飯　田　知　明 伊　野　利　雄 押　川　利　寛 椿　　　幸　仁 平　崎　雅　俊
６位 関　野　浩　二 大　川　弘　之 山　本　国　光 和　泉　悠　太 吉　田　卓　郎
７位 石　澤　　　孝 香　月　洋　輔 多　田　　　哲 藤　田　　　玄 中　村　宗　人
８位 山　川　忠　弘 入　江　弘　泰 竹　田　正　明 山　本　　　純
９位 土　屋　隆　一 齋　藤　義　則 高　橋　宣　行 井　上　芳　雅
10位 星　野　　　孝 菊　地　　　賢 石　井　　　努 飯　田　浩　一
11位 黒　須　健　二 眞　田　　　宝 百　瀬　良　一 石　津　永　司
12位 市　川　敏　明 山　川　健　司 小　島　　　均 中　島　信　也
順位 女子46kg 女子46kg超

１位 橋　野　一　美 谷　　　佳　世
２位 深　作　靖　子 木　島　洋　子
３位 松　井　博　子 若　林　佳　子
４位 小宮山　　　薫 佐　藤　尚　子
５位 田　後　由美子

2008年5月11日(日) 東京ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 市　川　敏　明 中　板　秀　晴 湯　浅　幸　大 滝　澤　　　勤 松　尾　泰　宏
２位 太　田　祐宇樹 小　川　洋　平 木　岡　伸　浩 飯　田　浩　一 渡　部　　　信
３位 戸　塚　順　久 井　上　　　徹 柴　田　　　明 秋　葉　朋　宏 堀　内　　　誠
４位 赤　坂　浩　一 足　立　　　篤 濱　元　眞一郎 高　橋　克　行 岩　上　哲　也
５位 藤　原　篤　憲 福　岡　　　淳 礒　口　龍　也 中　島　信　也
６位 南　雲　秋　夫 木　下　雄　二 水　越　昌　哉 堀　井　由　人
７位 伊　藤　真　一 高　田　大　介 手　島　　　敬 山　嵜　成　知
８位 髙　嶋　　　学 岩　橋　那　雄 井　上　洋　祐 名　塚　岳　宏
９位 加　藤　佳　祐 江　川　裕　二 田　中　宏　明
10位 大　塚　　　優
11位 落　合　敬　太
12位 斉　藤　貴　志
順位 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才 女子マスターズ

１位 橋　野　一　美 齋　藤　　　敦 井　上　　　明 永　田　節　夫 深　作　靖　子
２位 松　井　まゆみ 堀　井　由　人 伊　藤　真　一 小　原　千　明
３位 深　作　靖　子 福　岡　　　淳 水　野　久　男
４位 古　川　佑　紀 中　村　定　雄 ケリーブルース
５位 高　田　大　介 坂　戸　秀　吉
６位 木　下　雄　二 齋　藤　廣　海
７位 手　島　　　敬

2008年8月3日(日) 富山県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ45才 男子マスターズ55才

１位 岡　田　良　一（山　梨） 島　田　弓　美（長　野） 宮　本　重　之（石　川） 大　竹　勝　敏（新　潟）

２位 古　越　　　 桂（長　野） 櫻　井　藤　子（長　野） 野　口　　　 晃（新　潟） 岡　部　昭　一（長　野）

３位 井　上　慶　太（山　梨） 池　上　　　 健（長　野） 山　本　和　男（長　野）

４位 寺　本　　　 貴（山　梨） 関　　　 守　夫（長　野） 林　　　 公　平（長　野）

５位 中　込　　　 修（山　梨）

６位 渡　部　健　一（新　潟）

７位 山　本　陽　介（長　野）

８位 佐　藤　文　昭（長　野）

９位 池　田　純　也（長　野）

10位 北　村　　　 徹（山　梨）

11位 塩　沢　秀　善（長　野）

12位 柴　田　智　一（山　梨）

東京クラス別ボディビル選手権

2008年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　③

東京オープンボディビル選手権

北陸甲信越ボディビル選手権大会
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2008年8月31日(日) 兵庫県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子

１位 Mark Deyss（大　阪） 辻　　　 紀　子（三　重）

２位 仲　本　智　治（大　阪） 北　山　道　子（岡　山）

３位 芝　原　茂　樹（徳　島） 大　西　弘　美（岡　山）

４位 竹　本　哲　也（岡　山） 大 倉　志満恵（大　阪）

５位 猿　山　直　史（大　阪） 森　　　 伸　子（鳥　取）

６位 田　口　雅　一（大　阪） 岡　田　英　子（鳥　取）

７位 片　岡　俊　和（岡　山）

８位 井　上　博　樹（大　阪）

９位 中　野　定　明（大　阪）

10位 長　田　哲　也（鳥　取）

11位 森　内　至　夫（大　阪）

12位 五　嶋　弘　美（福　岡）

2008年9月14日(日) 大阪ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 平　田　　　 隆（京　都） 国　田　真　紀（大　阪） 岡　田　良　彦（大　阪） 妙瀬田　安 道（大　阪） 中　野　博　之（大　阪）
２位 増　田　卓　也（大　阪） 宮　本　美　穂（大　阪） 金　田　豊　和（大　阪） 村　上　　　 明（大　阪） 入　江　正　義（大　阪）
３位 Mark　Deyss　（大　阪） 篠　原　みゆき（兵　庫） 和　田　康　則（大　阪） 芦　田　博　文（兵　庫） 細　田　一　仁（大　阪）
４位 森　　　 正　樹（京　都） 大 倉　志満恵（大　阪） 宇治澤　亮 二（大　阪） 内　田　義　一（兵　庫）
５位 仲　本　智　治（大　阪） 廬　原　まゆ美（大　阪） 瀧　口　祐　作(和歌山） 森　山　年　章（兵　庫）
６位 森　内　至　夫（大　阪） 梶　田　明　裕（京　都） 上　田　恭　義（大　阪）
７位 中　野　定　明（大　阪）

８位 辻　田　　　 勲（大　阪）

９位 榊　原　貴　裕（大　阪）

10位 岩　尾　佳　毅（兵　庫）

2008年9月7日(日) 京都府ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 日　下　哲　也（大　阪） 山　崎　岳　志（大　阪） 宮　崎　晴　行（大　阪） 仲　本　智　治（大　阪） 増　田　卓　也（大　阪）
２位 岡　田　良　彦（大　阪） 嶽　　　 美　秀（兵　庫） 山　下　賢　二（大　阪） 金　井　雅　樹（大　阪） 井　上　博　樹（大　阪）
３位 森　本　繁　洋（兵　庫） 坂　口　俊　司（大　阪） 高　橋　周　作（大　阪） 大　原　健　吾（大　阪） 清　永　真　也（大　阪）
４位 田　中　作　司（京　都） 椿　　　 正　範（大　阪） 八　谷　俊　勝（兵　庫） 羽　田　　　 篤（京　都） 河　合　正　浩（京　都）
５位 東海林　　　徹（兵　庫） 荒　牧　友　宏（京　都） 鹿　田　博　義（大　阪） 村　田　征　也（大　阪） 花　谷　俊　明（大　阪）
６位 中　村　大　希（大　阪） 大　森　穂　高（兵　庫） 鰺　本　裕　英（京　都） 百　々　勝　志（兵　庫） ｽﾐｻﾞｰｽ ﾗｲｱﾝ（大　阪）

2008年7月6日(日) 鳥取県ボディビル連盟

順位 男　子 山陰ミス健康美

１位 北　野　大　輔（鳥　取） 藤　田　朱　音（鳥　取）

２位 谷　口　誠　二（鳥　取） 福　羅　美　香（鳥　取）

３位 木　下　要　介（鳥　取）

４位 高　尾　恭　吾（鳥　取）

５位 竹　内　大　生（鳥　取）

６位 遠　藤　寛　明（鳥　取）

７位 田　倉　陽　水（鳥　取）

８位 宮　川　雅　寿（鳥　取）

関西クラス別ボディビル選手権大会

山陰ボディビル選手権

西日本ボディビル選手権大会

関西ボディビル選手権大会

2008年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　④
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2008年9月7日(日) 岡山県ボディビル連盟

順位 オーバーオール 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級

１位 木　村　善　幸（岡　山） 平　田　　　 玲（香　川） 木　村　善　幸（岡　山） 竹　本　哲　也（広　島） 木　村　勝　典（鳥　取）
２位 竹　本　哲　也（広　島） 木　村　和　昭（岡　山） 渡　辺　将　人（山　口） 重　田　雅　治（山　口） 岡　　　 育　宏（山　口）
３位 木　村　勝　典（鳥　取） 亀　家　浩　一（鳥　取） 渡　辺　紀　之（鳥　取） 藤　原　基　晴（岡　山） 村　重　典　昭（山　口）
４位 内　山　　　 操（広　島） 神　崎　省　光（岡　山） 東　條　聡　平（徳　島） 大　石　真　治（岡　山） 西　條　誠　人（徳　島）
５位 平　田　　　 玲（香　川） 市　原　康　仁（徳　島） 高　橋　政　弘（岡　山） 土　江　　　 誠（島　根）
順位 男子75kg超級 ミス西日本健康美

１位 内　山　　　 操（広　島） 安　藤　淑　子（愛　知）

２位 粟　屋　英　一（山　口） 松　本　和　子（鳥　取）

３位 越　智　啓　人（広　島） 福　羅　美　香（鳥　取）

４位 柴　田　晋　子（岡　山）

５位 川　上　晴　美（鳥　取）

2008年8月24日(日) 愛媛県ボディビル連盟

順位 男　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 永　田　英　作（愛　媛） 大　坂　圭　一（徳　島） 永　田　英　作（愛　媛） 杉　尾　　　 忠（香　川）
２位 市　川　正　博（徳　島） 宮　内　甲　二（愛　媛） 平　田　　　 玲（香　川） 西　原　　　 豊（愛　媛）
３位 大　坂　圭　一（徳　島） 白　石　圭　介（愛　媛） 安　藤　文　博（愛　媛） 田　中　嘉　幸（愛　媛）
４位 有　馬　功　二（愛　媛） 田　村　成　男（愛　媛） 藤 田　耕太郎（愛　媛）
５位 宮　内　甲　二（愛　媛） 長谷部　裕 之（徳　島）

６位 午　頭　念　二（香　川） 高　木　和　彦（愛　媛）

７位 白　石　圭　介（愛　媛）
８位 平　田　　　 玲（香　川）
９位 藍　川　陽　一（香　川）
10位 東　條　聡　平（徳　島）

2008年8月24日(日) 大分県ボディビル連盟

順位 男　子 女　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 仲　伯　兼　也（沖　縄） 黒　瀬　文　子（福　岡） 岩　淵　直　人（大　分） 安　部　　　 保（大　分）

２位 宮　本　浩　次（大　分） 鶴 橋　利恵子（　　　　） 江　口　広　宣（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡）

３位 伊　藤　一　洋（福　岡） 深 町　眞由美（福　岡） 平　尾　康　文（福　岡） 荒　巻　好　伸（福　岡）

４位 アカイヤミラー（長　崎） 杉　内　京　子（福　岡） 江　口　雅　一（大　分） 岩　本　省　三（福　岡）

５位 黒　木　政　利（宮　崎） 中　村　ひとみ（福　岡） 小　泉　勝　彦(鹿児島） 宮 川　八男生（長　崎）

６位 播　磨　　　 修（福　岡） 岡　崎　光　男（宮　崎）

７位 大　庭　範　久（福　岡）

８位 仲　松　政　昭（沖　縄）

９位 新　藤　健　次（熊　本）

10位 川　村　　　 崇（福　岡）

2008年9月7日(日) 福岡県ボディビル連盟

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 高　津　光　雄（福　岡） 藤　木　賢　二（福　岡） 菅　村　　　 徹（福　岡） 伊　藤　一　洋（福　岡） 新　藤　健　次（熊　本）
２位 上　田　祐　司（福　岡） 牧　　　 信　行（大　分） 石　田　　　 正（大　分） 江　口　広　宣（福　岡） 芝 田　慎次郎（大　分）
３位 松　本　茂　紀（福　岡） 野　田　修　一（福　岡） 知　念　康　成（沖　縄） 福　岡　正　男（福　岡） 安　部　正　則（福　岡）
４位 牛 嶋　由希男（熊　本） 犬　束　貴　博（福　岡） 寄　川　和　彦（沖　縄） 工　藤　智　裕（大　分）
５位 小　森　孝　志（福　岡） 谷ノ口 昭太郎（宮　崎） 平　尾　康　文（福　岡） 佐　藤　大　作(鹿児島）

６位 柿　下　健　一(鹿児島） 恒　吉　　　 歩（宮　崎） 松　岡　羊　輔（熊　本）
順位 女　子 ミス健康美

１位 黒　瀬　文　子（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡）

２位 福 田　早弥香（福　岡） 福 浦　由美子（福　岡）

四国ディビル選手権大会

九州クラス別ボディビル選手権大会

九州ボディビル選手権大会

中国・四国ボディビル選手権大会

2008年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　⑤
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2008年8月17日(日) 日本社会人ボディビル連盟

順位 男子一般 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才 男子マスターズ60才

１位 東　江　英　行 木　村　善　幸 井　原　　　茂 登　坂　　　勉

２位 丹　羽　真　一 茂　木　正　夫 北　村　弘　行 木　村　博　男

３位 井　原　　　茂 登　坂　文　朗 辺　見　不二男 東海林　　　徹

４位 田　代　　　圭 長　島　毅　彦 松　山　　　茂 吉　田　昌　弘

５位 木　村　善　幸 筒　井　光　広 矢　崎　丹　堂 及　川　仁　志

６位 山　本　　　太 大　野　国　士 渡　辺　　　孝

７位 茂　木　正　夫

８位 進　藤　大　靖

９位 登　坂　文　朗

10位 桃　沢　裕　二

日本社会人ボディビル選手権大会

2008年 日本社会人ボディビル選手権大会 入賞者一覧表
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2008年8月3日
順位 男　子
１位 根　津　　　 綾
２位 高　橋　　　 基
３位 小　玉　則　雄
４位 堤
５位 小　原　靖　訓
６位 野　呂

2008年9月15日

順位 男　子 女　子 マスターズ40才 マスターズ60才 マスターズ65才 マスターズ70才

１位 今　村　　　 敬 各 務　裕美子 菅　井　秀　知 菊　地　清　志 阿　倍　好　法 藤　原　勤　也

２位 石　川　栄　一 林　　　 新　一 河原田　    成 津　田　哲　夫

３位 大久保　真 啓 佐 藤　健次郎 青　山　昇　二

４位 鎌　田　　　 圭

５位 柴　橋　敏　明

６位 木　村　義　和

順位 ジュニア

１位 福　嶋　亮　太

2008年8月31日 2008年8月24日
順位 男　子 順位 男　子
１位 滝　口　孝　司 １位 佐　藤　尚　孝
２位 関　谷　典　昭 ２位 辺 見　不二男
３位 加　藤　　　 諭 ３位 長　島　毅　彦

４位 小　菅　　　 誠
５位 安　田　裕　之
６位 小　野　　　 聡

2008年8月10日
順位 男　子 男子70kg級 男子70kg超級
１位 白　土　清　実 白　土　清　実 増　野　宏　明
２位 三　橋　　　 忠 三　橋　　　 忠 吉 原　慎太郎
３位 久　松　一　貴 佐　藤　昭　美 富　樫　友　喜
４位 吉　田　忠　幸 原　　　 寛　幸
５位 大和田　裕 二 廣　野　和　則
６位 佐　藤　昭　美 盛　　　 真　徳

2008年8月31日
順位 男　子 女　子
１位 田　中　裕　也 湯　澤　寿　枝
２位 佐　藤　　　 毅
３位 川　出　貴　士
４位 渡　邉　拓　也
５位 大　西　　　 強
６位 大　塚　一　志

2008年7月27日

順位 男子総合 男子65kg級 男子70kg級 女　子 マスターズ

１位 高　橋　保　憲 吉　田　雄　二 高　橋　保　憲 吉　田　清　子 笠　原　孝　昭

２位 青　山　武　司 佐　口　      昇 山　上　　　 登 長谷川　真 弓 髙　畑　勝　史

３位 栗　原　正　浩 千　束　正　彦 小　野　公　男 外 山　小百合 長谷川　　　守

４位 吉　田　雄　二 根　岸　朋　恵

５位 佐　口　     昇

６位 千　束　正　彦

栃木県ボディビル選手権

秋田県ボディビル選手権

茨城県ボディビル選手権

石　川　陽　二

宮城県ボディビル選手権
マスターズ50才

佐々木　    功

今　野　光　輝

大　縄　賢　司

関　口　直　宏

立　川　勇　三

福島県ボディビル選手権

マスターズ

群馬県ボディビル選手権
男子70kg超級

栗　原　正　浩

赤　塚　宏　史

2008年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　①

北海道ボディビル選手権
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2008年7月21日

順位 男子総合 男子60kg級 男子65kg級 男子75kg級 男子75kg超級

１位 小　林　　　 悟 大　関　　　 淳 守　谷　徳　久 宮　野　　　 隆 鈴　木　利　幸

２位 飯　島　秀　徳 古　志　啓　司 鈴　木　俊　洋 山　本　一　郎 小　泉　友　禎

３位 宮　野　　　 隆 小　林　裕　之 岩　瀬　雅　人 棟　方　尚　登 中　村　正　輝

４位 守　谷　徳　久 橋　澤　　　 慧

５位 大　関　　　 淳

６位 山　本　一　郎

順位 マスターズ40才 マスターズ50才

１位 宮　野　　　 隆 鈴　木　和　明

２位 山　本　一　郎 萩　本　繁　雄

３位 小　泉　友　禎 飯　塚　盛　康

４位 岩　瀬　雅　人 吉　川　信　男

５位 小　林　裕　之

６位 河　合　　　 浩

2008年8月24日

順位 男　子 マスターズ40才 マスターズ50才 新　人 ミス健康美

１位 花　岡　信　明 川　上　　　 歩 坂　本　雅　己 川　上　　　 歩 山　崎　志　保
２位 須　金　慶　紀 山 口　浩太郎 逸　見　政　次 山 口　浩太郎 大　島　さち子

３位 諸　橋　晴　也 大　野　国　士 阿　部　清　夫 坂　本　雅　己 廣　部　かおり

４位 Nigel  Callahan 鍬　田　桂　一 石　川　清　美 川　島　克　彦 新　井　敬　子

５位 内　山　剛　志 加　藤　直　人 炭　田　大　輔

６位 加　藤　　　 豊 河　合　冬　樹 高　橋　幸　男

2008年8月24日

順位 男　子 女　子 男子60kg級 男子70kg級 男子70kg超級 マスターズ40才

１位 国　塚　清　久 平　田　恵　子 小　林　　　 良 太　田　隆　彦 萩　原　　　 悟 筒  井  光  広

２位 柴　田　　　 覚 大　越　弘　美 清　水　研　一 牧　野　英　利 従　二　紀　人 遠　藤　　　 修

３位 進　藤　大　靖 村　岡　由　子 竹　谷　英　樹 赤　坂　　　 順 藤　野　真　樹 橋　本　克　治

４位 吉　田　泰　士 大　和　綾　子

５位 森　山　芳　久

６位 志　賀　英　介

順位 マスターズ50才 男子湘南ｵｰﾌﾟﾝ 女子湘南ｵｰﾌﾟﾝ

１位 立　石　章　次 福　田　博　一 横　井　こずえ
２位 榮　木　照　明 曹　　　 孝　春 鵜　飼　昭　子
３位 八　巻　繁　利 小　池　直　幸

４位 三 塚　農夫也 指　村　哲　也

５位 佐々木　敬 久

６位 衛　藤　雄　一

2008年8月3日
順位 男　子

１位 岡　田　良　一

２位 井　上　慶　太

３位 寺　本　　　 貴

４位 中　込　　　 修

５位 北　村　　　 徹

６位 柴　田　智　一

2008年8月17日
順位 男　子 女　子 マスターズ
１位 鷲　巣　国　彦 島　田　弓　美 井　手　貴　久
２位 小　松　慎　吾 各 務　裕美子 佐　藤　文　昭
３位 土　屋　明　広 桜　井　藤　子 野　澤　茂　雄
４位 古　越　　　 桂 荒　井　義　喜
５位 両　角　保　宏
６位 池　田　純　也

長野県ボディビル選手権
新　人

田　中　　　 成
若　尾　一　樹
佐久間　　　敦
種　村　孝　一
竹 内　賢太郎

2008年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　②

前　山　弘　一

埼玉県ボディビル選手権
男子70kg級

小　林　　　 悟

飯　島　秀　徳

山梨県ボディビル選手権

神奈川県ボディビル選手権
男子65kg級

土　屋　みのる

石　川　嘉　彦

中　沢　　　純

千葉県ボディビル選手権
マスターズ60才

古　藤　　　 覚

田　吹　俊　一

松　本　　　 明
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2008年8月24日 2008年9月14日
順位 男　子 マスターズ 新　人 順位 男　子 新　人

１位 和　田　　　 健 三　浦　正　昌 齋　藤　巧　一 １位 相　山　尊　利 相　山　尊　利

２位 小　林　秀　樹 野　口　　　 晃 小　林　文　明 ２位 城　畑　和　弘

３位 広　川　陽　一 黒　井　善　徳 高　橋　　　 誠 ３位 江　尻　聡　一

４位 渡　部　健　一 中　村　順　治 北　村　　　 淳 ４位 林 原　洋二郎

５位 吉　田　雄　太 伊　藤　勝　英 平　野　正　利 ５位 宮　越　孝　治

６位 安　部　功　栄

2008年7月6日

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 新　人

１位 西　川　雅　也 井　村　博　一 多治見　聡 嗣 小野山　大 貴

２位 浦　上　孝　之 松　永　栄　司 加　藤　　　 穣 仲　村　和　展

３位 細　久　保　翼 濱　田　　　 真 小野田　　　寛 田中ﾙﾍﾞﾝｽ ｼｹﾞﾔｽ

４位 寺　島　　　 修 西　川　勝　登 山　田　高　史 斎　藤　直　樹

５位 彦　坂　篤　徳 原　田　　　 光

６位 長　井　俊　雄

2008年8月3日

順位 男　子 女　子 マスターズ

１位 北　村　寿　邦 平　岩　玲　子 彦　坂　篤　徳

２位 春日井　貴 詞 彦　坂　陽　子 濱　田　　　 真

３位 馬　渕　祐　輔 岩　崎　佐　智 工　藤　修　平

４位 出　口　雅　浩 神　保　和　代 田　中　眞　彦

５位 多治見　聡 嗣 落　合　聖　子 松　下　英　二

６位 桃　沢　裕　二 谷　　　 さゆり 三　輪　信　之

2008年8月17日
順位 男　子 女　子 マスターズ40才 マスターズ60才 新　人
１位 原　　　 辰　徳 三　橋　恵　美 吉　田　正　則 松　元　清　吉 前　田　大　輔

２位 世古口　和 久 廣　田　朝　美 具志堅　正 英 水　谷　広　美 ハマイ　レﾄナ

３位 三　橋　信　之 樋　口　早　苗 ジアン　カルロ
４位 川　口　拓　也 中　西　さとみ 濱　口　大　輔
５位 D・Gカルロス 藪　本　京　子 勝    　　　　豊
６位 森　　  吉　孝 千　秋　賢　児

2008年9月7日
順位 男　子 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg超級 ﾏｽﾀｰｽﾞ京都合同 マスターズ50才
１位 羽　田　　　 篤 荒　牧　友　宏 鯵　本　裕　英 河　合　正　浩 塚　尾　勇　二 金　川　　　 昇

２位 河　合　正　浩 立　川　　　 知 久　山　輝　之 今　井　　　 毅

３位 鯵　本　裕　英 塚　尾　勇　二 梶　田　明　裕 大　井　哲　郎
４位 荒　牧　友　宏 金  川　　　 昇
５位 立　川　  　 知

６位 久　山　輝　之

2008年9月14日

順位 男　子 女　子

１位 増　田　卓　也 国　田　真　紀

２位 Mark　Deyss 宮　本　美　穂

３位 仲　本　智　治 大 倉　志満恵

４位 榊　原　貴　裕 廬　原　まゆ美

５位 中　野　定　明

６位 井　上　博　樹

７位 酒　井　隆　典

８位 佐　藤　弘　人

９位 宮　﨑　晴　行

10位 玉　井　正　宏

新潟県ボディビル選手権 富山県ボディビル選手権

仲　村　和　展

黒　田　慎　司

大阪ボディビル選手権

愛知県クラス別ボディビル選手権

三重県ボディビル選手権
マスターズ50才

間　井　伸　作

馳　平　喜　一

富　岡　弘　幸

三　輪　信　之

愛知県ボディビル選手権

2008年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　③

池　山　弘　城

男子70kg超級

東　　　 孝　宗

解　江　智　士

出　口　雅　浩

藤　枝　幸　司

原　田　　　 光

青　年

京都府ボディビル選手権
男子75kg級

羽　田　　　 篤
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2008年7月13日

順位 フライ級 バンタム級 ライト級 ライトヘビー級 マスターズ40才 マスターズ50才

１位 日　下　哲　也 山　崎　岳　志 宮　﨑　晴　行 増　田　卓　也 宮　﨑　晴　行 妙瀬田  安 道

２位 吉　田　倫　徳 正  木  靖  彦 高  橋  周  作 吉　田　朋　文 吉　田　倫　徳 村　上　　　 明

３位 岡　田　良　彦 坂  口  俊  司 西  村  拓  史 清　永　真　也 金　田　豊　和 秦　　　 興  司

４位 中　村　大　希 山　口　貴　臣 鹿  田  博  義 染　川　雄　祐 田 原　信一郎

５位 鎌　倉　　　 晋 榎　本　幸　敏 桝  富  正  紀 花　谷　俊　明 岡　田　良　彦

６位 中　野　和　憲 金　田　豊　和 村  田  征  也 Smithers　Ryan 竹  内  慎  吾

７位 横　田　憲　紀 田　川　栄　助 田 原　信一郎 森　本　展　生 宇治澤　亮 二

８位 樽　見　恒　生 高  津       諭 椿　　　 正　範 吉  村  泰  豪

９位 西　　　 順　司 竹  内  慎  吾

10位 入　江　正　義 山  下  賢  二

順位 マスターズ60才 ジュニア

１位 入　江　正　義 染　川　雄　祐

２位 中　野　博　之 山　根　勇　二

３位 樽　見　恒　生 杉　原　亘　紀

４位 細　田　一　仁 林　　　 克　也

５位 河　崎　久　益

2008年8月31日
順位 男子総合 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg超級 マスターズ40 マスターズ50
１位 浦　本　真　明 石　塚　　　 修 浦　本　真　明 大　野　　　 豊 大　島　英　樹 浦　本　真　明
２位 岩　尾　佳　毅 今　津　孝　信 森　山　年　章 稲　垣　新　次 森　本　繁　洋 里　　　 政　道
３位 福　武　敬　造 芦　田　博　文 桑　田　幸　次 百　々　勝　志 稲　垣　新　次 新　木　鐘　義
４位 渡　辺　浩　光 伊　藤　将　夫 森　本　年　章
５位 大　島　英　樹
６位 北　野　博　也

2008年7月6日 2008年9月7日

順位 マスターズ 順位 男　子 ｵｰﾌﾟﾝ･ﾏｽﾀｰｽﾞ

１位 高　尾　恭　吾 １位 藤　原　基　晴 赤　城　淳　一

２位 遠　藤　寛　明 ２位 小　橋　　　 誠 徳　田　和　夫

３位 遠　藤　克　志 ３位 高　橋　政　弘 清　水　幸　信

４位 竹　内　康　則 ４位 池 上　裕一郎 南　田　良　夫

５位 山　本　邦　彦 角　南　勝　幸

６位 神　崎　省　光 大　六　教　彦

2008年9月7日
順位 男子総合 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg超級 マスターズ40才 マスターズ60才
１位 河　村　秀　美 松　枝　信　孝 川　西　　　 毅 河　村　秀　美 河　村　秀　美 日　中　　　 博

２位 新　谷　良　信 田　中　慎　一 早　田　憲　法 新　谷　良　信 川　西　　　 毅 野　原　雅　吉

３位 川　西　　　 毅 岩　田　博　和 平　田　清　士 江　頭　義　信 江　頭　義　信 宮　本　近　生
４位 鈴　木　康　仁 田　中　　　 博 宮　本　近　生

５位 早　田　憲　法 大　竹　　　 陽

６位 平　田　清　士 野　原　雅　吉

順位 新　人

１位 鈴　木　康　仁

２位 平　田　清　士

３位 田　中　　　 博

2008年7月27日 2008年7月20日

順位 男　子 マスターズ 新　人 順位 男　子 マスターズ 新　人

１位 前　田　龍　二 渡　辺　将　人 胡　子　裕　史 １位 東　條　聡　平 久　保　精　一 請　川　智　章

２位 村　重　典　昭 渡　辺　信　行 ２位 長谷部　裕 之

３位 粟　屋　英　一 村　中　琢　馬 ３位 森　　　 信　二

４位 竹　内　克　典 ４位 請　川　智　章

５位 佐　古　英　治 ５位 西　条　誠　人

６位 渡　辺　　　 智 ６位 細　川　伸　一

広島県ボディビル選手権
男子70kg級

鈴　木　康　仁

2008年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　④

鳥取県ボディビル選手権

大阪クラス別ボディビル選手権
ミドル級

金  井  雅  樹

大  原  健  吾

山　手　勝　信

堀  尾  直  太

松  原  繁  夫

兵庫県ボディビル選手権

山口県ボディビル選手権

長谷川      武

玉　井　正　宏

山　崎　康　二

岡山県ボディビル選手権

男子70kg級

寺　本　隆　司
木　元　武　史
野　村　雅　之

徳島県ボディビル選手権

今　田　　　 誠
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2008年8月24日

順位 男　子

１位 有　馬　功　二

２位 白　石　圭　介

３位 日　野　博　之

４位 尾　山　パウロ

５位 西　原　　　 豊

６位 武　市　和　彦

2008年7月13日

順位 男　子 女　子 マスターズ

１位 内　海　新　悟 深 町　眞由美 江　口　広　宣

２位 播　磨　　　 修 黒　瀬　文　子 荒　巻　好　伸

３位 大　庭　範　久 中　村　ひとみ 江　頭　　　 猛

４位 川　村　　　 崇 信　田　時　治

５位 竹　村　昌　紘 嘉　数　　　 徹

６位 髙　津　光　雄

2008年9月7日

順位 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 男子75kg超級 健康美

１位 高　津　光　雄 藤　木　賢　二 菅　村　　　 徹 安　部　正　則 杉　内　京　子

２位 上　田　祐　司 野　田　修　一 平　尾　康　文 福 浦　由美子

３位 松　本　茂　紀 犬　束　貴　博

４位 小　森　孝　志

2008年8月3日 2008年8月24日

順位 男　子 順位 男　子

１位 田　村　博　幸 １位 芝 田　慎次郎

２位 角　　　 知　幸 ２位 岩　淵　直　人

３位 関　根　義　文 ３位 村　上　　　 領

４位 瀬　戸　孝　一 ４位 安　部　　　 保

５位 静　山　智　浩 ５位 原　　　 雄　基

６位 工　藤　智　裕

2008年8月10日
順位 男　子 女　子 マスターズ40才 新　人
１位  ﾑｰﾃﾞｨｰ ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ ﾆｺｰﾙ ﾌｴﾚｽ 島　袋　吉　文 ﾄｰﾏｽ ｺﾞｰﾘｰ
２位 知　念　康　成 ﾐﾗｰ ﾌﾚﾝﾁ 嘉　納　金　和 比　嘉　隆　大
３位 ｳｲﾘｱﾑ ｳｰﾃﾝ 杉　原　直　美
４位 仲　松　政　昭
５位 ｷﾈｽ ｳｫｰｶ
６位 寄　川　和　彦

福岡県クラス別ボディビル選手権
男子75kg級

古　堅　宗　善
平　良　澄　男

沖縄県ボディビル選手権
マスターズ50才

福岡県ボディビル選手権

2008年 地方ボディビル選手権大会 入賞者一覧表　⑤

愛媛県ボディビル選手権

ルーキーズ

梅　本　将　平

川　内　和　広

大分県ボディビル選手権

永　野　隆　信

石　川　博　利

この入賞者一覧表は、ＪＢＢＦ事務局または審査委員会に
報告のあった大会のみを掲載しております。

大会の審査結果は、大会終了後１ヵ月以内に審査委員会
に報告することになっておりますので、未報告の連盟は早
急に報告して下さい。

丸　形　裕　一

福　岡　正　男

佐賀県ボディビル選手権

伊　藤　一　洋

江　口　広　宣
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