
2013年9月1日(日)

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 吉　田　秀　一（富　山） 河　野　智　洋（東　京） 豊　島　　　 悟（茨　城） 福　田　博　一（神奈川） 高　木　　　 昇（神奈川）

２位 菊　地　　　 賢（東　京） 望　月　泰　城（山　梨） 加　藤　　　 佳（北海道） 寺　地　進　一（東　京） 田　口　俊　介（東　京）

３位 小　林　　　 良（神奈川） 北　島　　　 崇（東　京） 国　塚　清　久（神奈川） 兜　森　　　 剛（神奈川） 大　坪　二　郎（神奈川）

４位 今　村　　　 敬（宮　城） 谷　村　紀　嗣（宮　城） 柳　沢　伸　一（東　京） 有　野　直　樹（新　潟） 西　川　正　洋（東　京）

５位 松　村　和　典（埼　玉） 大　関　　　 淳（埼　玉） 中　村　貴　裕（東　京） 高　林　啓　一（富　山） 近　藤　一　隆（東　京）

６位 真　鍋　宏　光（東　京） 竹　田　正　明（東　京） 根　本　賢　志（福　島） 笠　原　　　 司（神奈川） 丹　治　正　悟（福　島）

７位 後　藤　　　 允（東　京） 羽 山　誠一郎（神奈川） 江　端　健　治（北海道） 滝　澤　　　 勤（東　京） 原　田　正　行（東　京）

８位 古　志　啓　司（東　京） 佐　藤　　　 護（東　京） 田　川　栄　助（栃　木） 村　越　竜　次（東　京） 萩　原　　　 悟（神奈川）

９位 大　野　康　彦（長　野）

10位 鎌　田　　　 圭（宮　城）

順位 女子50kg級 女子60kg級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm以下級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超級

１位 菅 原　佳代子（青　森） 大 森　恵美子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 大 森　恵美子（東　京）

２位 深　作　靖　子（東　京） 衛 藤　佳代子（東　京） 長　島　雅　子（埼　玉） 北　野　明　美（石　川）

３位 三 浦　恵美子（神奈川） 山 崎　美喜子（東　京） 戸　谷　寿　美（東　京） 野　沢　知　代（東　京）

４位 愛　宕　珠　子（千　葉） 松　井　陽　子（東　京） 鳥　飼　京　子（東　京） 三本木 しのぶ（福　島）

５位 内　海　勝　美（秋　田） 石　津　尚　子（東　京） 徳　島　　　 舞（栃　木） 櫻　井　藤　子（長　野）

６位 小　林　奈　美（神奈川）

順位 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 田　口　俊　介（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京）

２位 高　林　啓　一（富　山） 柴　田　　　 覚（神奈川）

３位 藤　川　達　司（埼　玉） 北　嶋　茂　男（茨　城）

４位 齋　藤　　　 敦（東　京） 吉　田　秀　一（富　山）

５位 萩　原　　　 悟（神奈川） 奥　山　賢　一（東　京）

６位 谷　村　紀　嗣（宮　城） 石　津　永　司（東　京）

７位 加　藤　住　良（栃　木） 柴　田　紀　男（宮　城）

８位 和　田　知　克（神奈川） 鈴　木　堅　司（福　島）

９位 水　宅　孝　美（長　野）

10位 福　岡　　　 淳（東　京）

2013年8月11日(日)

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  内　海　新　悟(秋　田) 菅 原　佳代子(青　森) 川　島　　　 岳(青　森) 石　澤　正　明(岩　手) 小　原　伸　夫(宮　城)

２位 1位　丹 治 正 悟(福島) 内　海　勝　美(秋　田) 小　玉　則　雄(北海道) 三　浦　　　 覚(秋　田) 菅　原　瑞　廣(青　森)

３位 2位　根 本 賢 志(福島) 滝　口　孝　司(秋　田) 坂　本　知　行(福　島) 今　野　光　輝(宮　城)

４位 関　谷　憲　明(秋　田) 菊　地　充　洋(福　島) 安　田　裕　之(福　島)

５位 江　端　健　治(北海道) 伊　倉　知　行(岩　手) 田　口　　　 毅(秋　田)

６位 川　島　　　 岳(青　森) 金　田　光　司(宮　城)

７位 及　川　隆　寿(岩　手) 男子マスターズ65才

８位 小　玉　則　雄(北海道) 海老名　　　昇(青　森)

９位 野　呂　邦　明(北海道)

10位 谷　村　紀　嗣(宮　城)

11位 佐　藤　　　 司(北海道)

12位 佐　藤　公　一(青　森)

※ 内海選手はドーピングテスト陽性者が確定で失格

2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

東日本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 秋田県ボディビル・フィットネス連盟

ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年8月4日(日)

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 寺　地　進　一(東　京) 大 森　恵美子(東　京) 田　口　俊　介(東　京) 柳　沢　伸　一(東　京) 三　部　　　 博(神奈川)

２位 国　塚　清　久(神奈川) 石　田　典　子(神奈川) 加　瀬　幸　男(東　京) 柴　田　　　 覚(神奈川) 石　津　永　司(東　京)

３位 原　　　哲　矢(神奈川) 三 浦　恵美子(神奈川) 鈴　木　康　克(東　京) 筒　井　光　弘(神奈川) 下田平　道 治(神奈川)

４位 加　瀬　幸　男(東　京) 小　嶋　成　子(神奈川) 土　金　正　巳(東　京) 斉　藤　　　 要(茨　城)

５位 大　谷　宗　貴(東　京) 木　島　洋　子(東　京) 萩　原　　　 悟(神奈川) 奥　山　賢　一(東　京)

６位 田　口　俊　介(東　京) 和　田　知　克(神奈川) 福 田　雄一郎(埼　玉)

７位 兜　森　　　 剛(神奈川) 野　村　政　盛(東　京) 吉　田　賀　一(東　京)

８位 近　藤　一　隆(東　京) 小　出　竜　秋(埼　玉) 山　本　一　郎(埼　玉)

９位 豊　島　　　 悟(茨　城) 吉　田　英　樹(神奈川) 竹　谷　英　樹(神奈川)

10位 柳　沢　伸　一(東　京) 平　山　　　 勉(神奈川) 梅　﨑　　 　聡(神奈川)

11位 北　嶋　利　明(東　京) 加　藤　住　良(栃　木)

12位 原　田　正　行(東　京) 上　田　一　徳(神奈川)

順位 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm超級

１位 吉　谷　美　香(東　京) 大　森　恵美子(東　京)

２位 加　藤　弘　子(東　京) 野　沢　知　代(個　人)

３位 徳　島　　　 舞(栃　木) 鎗　田　美　樹(東　京)

４位 鳥　飼　京　子(東　京) 新　井　恭　世(埼　玉)

齋　藤　こずえ(埼　玉)

2013年7月28日(日)

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 菊　地　　　 賢(東　京) 石　井　輝　男(東　京) 国　塚　清　久(神奈川) 寺　地　進　一(東　京) 西　川　正　洋(東　京)

２位 木　下　昭　文(東　京) 土　金　正　巳(東　京) 宇　野　明　訓(東　京) 宇　野　賢　明(東　京) 田　口　俊　介(東　京)

３位 真　鍋　宏　光(東　京) 鈴　木　理　克(東　京) 中　村　貴　裕(東　京) 関　口　貴　夫(千　葉) 吉　田　　　 遵(東　京)

４位 高　野　宏　一(埼　玉) 須　金　慶　紀(千　葉) 嶋 田　泰次郎(東　京) 滝　澤　　　 勤(東　京) 谷　澤　一　矢(神奈川)

５位 石　原　　　 洋(東　京) 北　島　　　 崇(東　京) 豊　島　　　 悟(茨　城) 兜　森　　　 剛(神奈川) 内　山　剛　志(千　葉)

６位 藤　谷　伸　幸(東　京) 土　屋　みのる(神奈川) 鈴　木　康　克(東　京) 村　越　竜　次(東　京) 堀　内　　　 誠(東　京)

７位 古　志　啓　司(東　京) 塩　坂　雄　人(東　京) 森　山　芳　久(神奈川) 手　塚　　　 修(東　京) 萩　原　　　 悟(神奈川)

８位 溝　呂　木雅之(東　京) 松　本　健　司(東　京) 内　藤　健　二(東　京) 小　林　　　 悟(埼　玉) 野　村　政　盛(東　京)

９位 平　山　　　 勉(神奈川) 羽 山　誠一郎(神奈川) 志　賀　英　介(神奈川) ｻﾍﾞﾙ ｱﾊﾞﾃﾞｨ ﾓｰｾﾝ(東京)

10位 松  村　和　典(埼　玉) 吉　田　英　樹(神奈川) 田　川　栄　助(栃　木) 北　島　利　明(東　京)

順位 女子50kg級 女子50kg超級 男子オープン 女子オープン

１位 志　村　眞　理(東　京) 宮 下　真紀子(神奈川) ｱｰｼｭﾘｰ　ﾜﾚｽ(神奈川) 佐々木 美 香(埼　玉)

２位 三 浦　恵美子(神奈川) 中　島　健　司(神奈川)

３位 石　田　典　子(神奈川) 常 世　田雅央(神奈川)

４位 小　林　奈　美(神奈川) 炭　田　大　輔(神奈川)

５位 長　山　陽　一(神奈川)

６位 平　川　徳　治(神奈川)

関東ボディビル選手権大会

関東クラス別ボディビル選手権大会

埼玉県ボディビル・フィットネス連盟

神奈川ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年8月18日(日)

順位 男　子 女　子 男子ジュニア ﾎﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm以下 ﾎﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ160cm超

１位 佐　藤　茂　男 志　村　眞　理 山　口　    司 佐　藤　恵　美 山　本　加容子

２位 和　泉　悠　太 小　川　佳　香 市　川　悠　道 加　藤　弘　子 大　森　恵美子

３位 寺　地　進　一 佐　藤　三佐子 小　嶋　祐　司 萩　尾　由　香 坂　本　愛　美

４位 林　    勇　宇 濱　田　美智代 井　口　俊　晃 大八木　まり子 丸　山　典　子

５位 加　賀　義　和 深　作　靖　子 成　岡　はるみ 野　沢　知　代

６位 松　本　美　彦 髙　松　眞里子 三　船　麻里子 鎗　田　美　樹

７位 大　谷　宗　貴

８位 加　瀬　幸　男

９位 田　口　俊　介

10位 西　川　正　洋

11位 内　田　幸　二

12位 柳　沢　伸　一

順位 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 加　瀬　幸　男 柳　沢　伸　一 木　村　博　男

２位 田　口　俊　介 野　澤　    勉 篠　原　信　良

３位 鈴　木　康　克 笠　島　英　範 小　杉　雅　敬

４位 モーセン サベリ 増　田　博　之 古　賀　秀　治

５位 土　金　正　巳 山　川　忠　弘 牧　野　隆　司

６位 中　村　貴　裕 奥　山　賢　一 太　田　敏　彦

2013年7月15日(月)

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 菊　地　    賢 鈴　木　理　克 加　賀　義　和 寺　地　進　一 西　川　正　洋

２位 藤　川　明　利 石　井　輝　男 河　野　智　洋 宇　野　賢　明 田　口　俊　介

３位 増　田　博　之 北　島　    崇 嶋　田　泰次郎 滝　澤　    勤 ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ

４位 木　下　昭　文 土　金　正　巳 鈴　木　康　克 宇　野　明　訓 松　尾　泰　宏

５位 真　鍋　宏　光 小　川　裕一郎 中　村　貴　裕 山　口　    功 白　井　大　樹

６位 藤　谷　伸　幸 塩　坂　雄　人 内　藤　健　二 手　塚　    修 吉　田　    遵

７位 石　原　    洋 大　川　弘　之 中　井　大　樹 村　越　竜　次 磯　口　龍　也

８位 古　志　啓　司 島　田　利　之 濱　元　眞一郎 黒　崎　裕　幸 冨　永　智　史

９位 山　川　忠　弘 松　本　健　司 田子内　　　敦 原　田　正　行

10位 須　貝　誠　志 後　藤　    譲 野　中　直　紀

11位 橋　本　祐　樹 佐　藤　    護 岩　橋　那　雄

12位 溝呂木　雅　之 小　菅　健　一

順位 女子46kg級 女子46kg超級

１位 吉　谷　美　香 大　森　恵美子

２位 荻　野　昌　子 山　﨑　美喜子

３位 濱　田　美智代

４位 松　井　陽　子

５位 鈴　木　たか子

６位 斎　藤　リイ子

東京クラス別ボディビル選手権

東京ボディビル選手権大会

東京ボディビル・フィットネス連盟

東京ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年5月3日(金)

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 溝呂木　雅　之 北　島　    崇 藤　代　    亮 小　湊　理　喜 ｵｽｶｰ ｳﾊﾞｼﾞｬ ｼﾞｭｰﾄﾞ

２位 田　中　裕　規 塩　坂　雄　人 野　中　直　紀 内　田　    貴 吉　田　    遵

３位 矢　野　    功 戸　塚　順　久 中　林　正　幸 外　林　紀　行 斎　藤　裕　樹

４位 藤　原　篤　憲 木　村　駿　介 白　葉　義　隆 松　本　泰　典 雨　谷　浩一郎

５位 白　石　孝　二 竹　迫　真　嗣 佐　藤　    豪 和　光　一　成 野　村　昇　平

６位 清　田　    晃 坂　井　善　智 土　井　健太郎 西　條　泰　記 菅　野　元　気

７位 丸　山　信　也 亀　田　    浩 新井野　浩　司

８位 植　田　修　平 宮　田　智　矢 柴　田　正　浩

９位 牧　野　仁　史 神　崎　吉　之 落　合　敬　太

10位 根　岸　隆　司 穴　沢　基　樹 佐　藤　俊　介

順位 女　子 ミスビギナー 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上級 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上級

１位 松　井　陽　子 阿　部　直　子 笹　崎　和　直 宮　田　勝　実 藤　島　宏　章

２位 玉　木　幸　子 山　口　    恵 石　村　恒　司 千　野　彰　久 大　城　新　順

３位 斎　藤　リイ子 篠　原　英　夫 長　島　    滋 海老原　    治

４位 長　島　    薫 岩　崎　浩　之 小　原　守　行 片　岡　冬　里

５位 長谷川　久美子 小　嶋　浩　史 森　川　    清

６位 松　本　香生里 峰　村　秀　行

７位 富　樫　則　子

８位 石　田　陽　子

2013年9月15日(日)

順位 男　子 女　子 男子マスターズ45才 男子マスターズ55才 男 子 新 人

１位 有　野　直　樹(新　潟) 北　野　明　美(石　川) 望　月　泰　城(山　梨) 木　村　照　雄(福　井) 五十嵐　樹 生(富　山)

２位 石　坂　恵　一(石　川) 青　木　生　美(長　野) 野　澤　茂　雄(長　野) 野　口　     晃(新　潟) 大　井　正　人(富　山)

３位 和　田　哲　哉(石　川) 種　村　幸　一(長　野) 宮　坂　     茂(長　野) 川　部　恭　裕(富　山)

４位 渡　部　健　一(新　潟) 村　田　義　一(富　山) 井　上　正　樹(富　山)

５位 橘　内　啓　明(石　川)

６位 高　林　啓　一(富　山)

７位 津　軽　     力(新　潟)

８位 和　田　     健(新　潟)

９位 原　　　　　  剛(長　野)

10位 西　尾　敏　治(石　川)

11位 三　浦　正　昌(新　潟)

12位 石　黒　哲　夫(富　山)

2013年8月18日(日)

順位 男　子 女　子 健康美160cm以下 健康美160cm超

１位 辻　田　　　 勲（大　阪） 大　森　樹　里（大　阪） 遠 藤　桂生美（鳥　取） 神 谷　美由紀（岐　阜）

２位 小　田　敏　郎（愛　知） 堀　　　 結　華（広　島） 森　　　 伸　子（鳥　取） 岩　崎　笑　子（鳥　取）

３位 井　上　博　樹（大　阪） 国　田　真　紀（大　阪） 藤　原　成　子（兵　庫） 古　川　里　紗（福　岡）

４位 椿　　　 幸　仁（三　重） 大　西　弘　美（広　島） 梶　川　亜　生（広　島） 木　村　桂　子（京　都）

５位 河　村　秀　美（広　島） 吉　田　圭　子（岐　阜） 岡　田　美　子（鳥　取）

６位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 永　浜　　　 一（兵　庫） 冨金原　　　瞳（広　島）

７位 松　尾　幸　作（愛　知） 平　岩　玲　子（愛　知）

８位 猿　山　直　史（大　阪） 篠 原　みゆき（兵　庫）

９位 金　井　雅　樹（大　阪） 岩　城　祐　子（京　都）

10位 木　村　和　昭（広　島） 中　西　さとみ（三　重）

11位 村　重　典　昭（山　口） 大 倉　志満恵（大　阪）

12位 重　田　雅　治（山　口） 大　平　由　美（香　川）

東京オープンボディビル選手権 東京ボディビル・フィットネス連盟

北陸甲信越ボディビル選手権大会

広島県ボディビル・フィットネス連盟

富山県ボディビル・フィットネス連盟

西日本ボディビル選手権大会
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年8月25日(日)

順位 男　子 女　子 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 椿　　   幸　仁(三　重) 加　藤　文　子(愛　知) 小　野　田　寛(愛　知) 榑　林　良　和(静　岡) 松　下　英　二(愛　知)

２位 松　尾　幸　作(愛　知) 山　田　純　子(愛　知) 小　田　  　 勝(静　岡) 森　田　輝　夫(静　岡) 田　中　眞　彦(愛　知)

３位 神　野　裕　二(愛　知) 薄　島　千　佳(愛　知) 村　松　弘　敏(静　岡) 島　村　淳　哉(愛　知) 久　保　恵　政(静　岡)

４位 広　川　浩　二(愛　知) 藤　井　宏　美(愛　知) 平　田　光　男(愛　知) 仲　川　慶　樹(三　重) 成 田　新太郎(静　岡)

５位 和　田　信　彦(静　岡) 古　田　圭　子(岐　阜) 清　水　  　 識(愛　知) 中　條　晴　男(愛　知) 松　下　徹　也(静　岡)

６位 北　村　寿　邦(愛　知)

７位 奥　田　純　也(岐　阜)

８位 細　江　俊　郎(愛　知)

９位 東　　   孝　宗(愛　知)

10位 小　林　計　成(愛　知)

11位 出　口　雅　浩(愛　知)

12位 平　野　貴　己(愛　知)

2013年9月22日(日)

順位 男　子 女　子

１位 井　上　博　樹(大　阪) 高 橋　佐智代(大　阪)

２位 佐　藤　弘　人(大　阪) 岩　城　祐　子(京　都)

３位 玉　井　正　宏(大　阪) 魚　澤　亜　矢(和歌山)

４位 金　井　雅　樹(大　阪) 盛　　　 明　美(大　阪)

５位 三　宅　泰　門(兵　庫) 林　田　恵　美(大　阪)

６位 岩　尾　佳　毅(兵　庫) 橋　本　寿　美(兵　庫)

７位 平　木　　　 将(兵　庫)

８位 榊　原　貴　裕(大　阪)

９位 太　田　研　二(京　都)

10位 嶽　  　 美　秀(兵　庫)

11位 川　島　孝　之(京　都)

12位 花　房　裕　光(兵　庫)

順位 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 男子マスターズ70才

１位 榊　原　貴　裕(大　阪) 佐　藤　弘　人(大　阪) 銭　　　 安　武(大　阪) 中　野　博　之(大　阪) 井　上　義　信(大　阪)

２位 金　田　豊　和(大　阪) 原　  　 裕　幸(大　阪) 山　野　成　思(京　都) 入　江　正　義(大　阪) 森　山　年　章(兵　庫)

３位 金　田　昭　人(兵　庫) 泉　　　 昌　弘(大　阪) 宮　越　康　裕(大　阪) 酒　井　　　 仁(大　阪) 松　浦　義　光(大　阪)

４位 大　島　英　樹(兵　庫) 渡　辺　浩　光(兵　庫) 芦　田　博　文(兵　庫) 上　田　恭　義(大　阪) 寺　本　　　 修(大　阪)

５位 松　原　繁　夫(大　阪) 殿　原　喜　和(和歌山) 西　　　 洋　一(兵　庫) 中　村　康　和(大　阪)

６位 森　本　繁　洋(兵　庫) 城　野　恒　嘉(大　阪)

2013年6月23日(日)

ミス健康美

163cm以下級 163cm超級 オーバーオール 関西オープン

１位 太 田　美貴子（京　都） 高 栄　佐規子（大　阪） 太 田　美貴子（京　都） 木　村　佳　子（個　人）

２位 谷　口　ナオミ（個　人） 沢　木　教　子（大　阪）

３位 岸　田　     恵（個　人） 坂　口　優　子（大　阪）

４位 乃　村　幸　子（個　人）

５位 星 宮　有智子（大　阪）

2013年8月11日(日)

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 木　村　和　昭(岡　山) 西　本　祐　也(岡　山) 北　野　大　輔(鳥　取) 宮　武　智　和(香　川) 内　山　　　 操(広　島)

２位 門　脇　祐　二(鳥　取) 谷　口　誠　二(鳥　取) 藤　原　基　晴(岡　山) 神　﨑　真　宜(岡　山) 西　村　公　行(広　島)

３位 亀　家　　浩一(鳥　取) 佐　貫　　　 剛(山　口) 渡　邊　　　 智(山　口) 神　原　克　彦(山　口) 新　田　英　明(広　島)

４位 吉　村　宗　哲(山　口) 中　嶋　　　 吏(鳥　取) 渡　辺　紀　之(鳥　取) 木　下　要　介(鳥　取)

５位 平　田　　　 玲(愛　媛) 勝　部　　　 薫(鳥　取) 今　津　史　朗(香　川)

６位 細　田　伸　司(鳥　取) 宮　崎　　　 尊(鳥　取) 河　田　卓　也(山　口)

順位 女　子

１位 遠 藤　柱生美(鳥　取)

２位 森　　　 伸　子(鳥　取)

３位 岩　崎　笑　子(鳥　取)

４位 岡　田　美　子(鳥　取)

関西ボディビル選手権大会

関西フィットネス選手権大会

東海ボディビル選手権大会 愛知県ボディビル・フィットネス連盟

中国・四国ボディビル選手権大会

ボディフィットネス
順位

鳥取県ボディビル・フィットネス連盟

大阪ボディビル・フィットネス連盟

京都府ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年8月11日(日)

順位 男　子

１位 谷　口　誠　二(鳥　取)

２位 門　脇　祐　二(鳥　取)

３位 中　嶋　　　 吏(鳥　取)

４位 中　川　孝　司(鳥　取)

５位 細　田　伸　司(鳥　取)

６位 宮　崎　　　 尊(鳥　取)

７位 遠　藤　寛　明(鳥　取)

８位 勝　部　　　 薫(鳥　取)

９位 猪　口　和　寿(鳥　取)

10位 田　倉　陽　水(鳥　取)

11位 井　上　和　義(鳥　取)

12位 房　安　悠　太(鳥　取)

2013年8月25日(日)

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 馬　場　貴　大(香　川) 中　川　雅　彦(愛　媛) 関　　　 貴　司(香　川) 安　藤　文　博(愛　媛)

２位 午　頭　稔　二(香　川) 武　村　敬　介(愛　媛) 井　上　富　雄(愛　媛)

３位 神　田　優　作(愛　媛) 大　橋　淳　史(愛　媛)

４位 宮　武　智　和(香　川) 山　縣　有　仁(愛　媛)

５位 今　津　史　朗(香　川) 岩　城　立　志(愛　媛)

６位 末　光　悦　志(愛　媛)

７位 平　田　　　 玲(愛　媛)

８位 河　野　博　幸(香　川)

９位 竹　本　直　央(愛　媛)

10位 井　澤　一　之(愛　媛)

2013年7月28日(日)

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 宮　本　浩　次(大　分) 原　口　美　幸(長　崎) 藤　村　政　敏(宮　崎) 西　田　哲　也(鹿児島) 岡　崎　光　男(宮　崎)

２位 黒　木　政　利(宮　崎) 久　保　博　子(宮　崎) 江　口　広　宣(福　岡) 田　中　政　文(福　岡) 岩　本　省　三(福　岡)

３位 石　井　一　行(宮　崎) 松　添　康　夫(長　崎) 海老原　孝 徳(宮　崎) 原　田　洋　一(鹿児島)

４位 大　庭　範　久(福　岡) 松　岡　洋　輔(熊　本) 奥　田　裕　久(鹿児島) 立　山　安　雄(宮　崎)

５位 佐　藤　浩　慈(長　崎) 外屋敷　秀 弘(宮　崎) 星　見　　　 勝(福　岡)

６位 木　下　靖　年(福　岡) 黒　木　一　紀(宮　崎)

７位 松　岡　正　貴(福　岡)

８位 児　玉　澄　雄(鹿児島)

９位 今　井　良　平(長　崎)

10位 穂　積　　　 晃(長　崎)

順位 男子マスターズ70才

１位 小斉平　　　豊(鹿児島)

２位 安　部　　　 保(大　分)

2013年9月22日(日)

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 上　田　裕　司(福　岡) 福　井　泰　成(佐　賀) 大　島　健　二(福　岡) 佐　藤　浩　慈(長　崎) ｱｺｽﾀ ﾗﾘｰｼﾞｭﾝ(長　崎)

２位 判 田　玲一郎(福　岡) 犬　束　貴　博(福　岡) 木　下　靖　年(福　岡) 長　瀬　　　 怜(福　岡) 佐々木　隆 治(福　岡)

３位 柴　田　大　輔(福　岡) 中　野　　　 一(宮　崎) 谷ノ口 昭太郎(宮　崎) 前　床　　　 毅(長　崎) 石　丸　広　史(福　岡)

４位 藤　井　　　 健(福　岡) 屋比久　宏 光(福　岡) 竹　村　昌　紘(福　岡) 今　村　充　志(大　分) 河　村　英　樹(福　岡)

５位 増　田　要　司(長　崎) 榎　本　隆　司(大　分) 竹之内　忠 史(長　崎) 村　上　京　介(長　崎)

６位 畠　中　洋　介(鹿児島) 江　口　広　宣(福　岡) 黒　木　一　紀(宮　崎)

順位 九州ミスフィットネス

１位 楢 崎　明日香(福　岡)

２位 堤　　　 啓　子(福　岡)

九州ボディビル選手権大会

佐賀県ボディビル・フィットネス連盟

宮崎県ボディビル・フィットネス連盟

愛媛県ボディビル・フィットネス連盟

九州クラス別ボディビル選手権大会

四国ディビル選手権大会

山陰ボディビル選手権 鳥取県ボディビル・フィットネス連盟
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2013年 ブロック･ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2013年6月16日(日)

順位 男　子 男子マスターズ40才 男子マスターズ50才

１位 宮　本　浩　次（大　分） 松　添　康　夫（長　崎） 小斉平　　豊（鹿児島）

２位 小　森　修　一（福　岡） 増　田　要　司（長　崎） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

３位 榎　本　隆　司（大　分） 西　田　哲　也(鹿児島）

４位 今　井　良　平（長　崎）

５位 福　地　　　剛（鹿児島）

６位 大　坪　克　也（宮　崎）

7位 黒　木　一　紀（福　岡）

2013年9月1日(日)

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 男子マスターズ65才

１位 根　津　　　綾 中　嶋　　　充 矢　崎　丹　堂 蜂　須　　　貢 井　原　　　茂

２位 原　　　哲　矢 小田橋　伸　英 筒　井　光　広 辺　見　不二男 木　村　博　男

３位 長　田　洋　一 上　野　俊　彦 渡　辺　　　孝 鈴　木　和　男 吉　田　昌　弘

４位 東　江　英　行 登　坂　文　朗 中　尾　　　潔 松　山　　　茂 澤　崎　泰　雄

５位 小　島　正　裕 吉　田　英　樹 増　田　　　馨 福　島　信　夫

６位 加　藤　　　充 久保田　宏　之 中　谷　敬次郎

７位 桃　沢　裕　二

８位 田　代　　　圭

９位 井　原　　　茂

10位 久保田　雄　司

11位 北　村　弘　行

12位 蜂　須　　　貢

順位 男子新人

１位 小笠原　匡　志

２位 石　井　雅　治

３位 高　橋　宏　行

４位 伊　藤　誠　浩

５位 落　合　敬　太

６位 倉　本　孝太郎

日本社会人ボディビル選手権大会

西海ボディビル選手権大会

日本社会人ボディビル・フィットネス連盟

長崎県ボディビル・フィットネス連盟
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