
　霜　村　光　寿（日　本） 　霜　村　光　寿（日　本） 　荻　原　明　信 (栃　木)
  高　嶋　健太郎（京 都）   高　嶋　健太郎（京 都） 　糠　谷　建　介 (社会人)
　白　岩　久　徳(日　 本) 　白　岩　久　徳(日　 本)

角　田 　和　弘 (日　本) 角　田 　和　弘 (日　本)

宮城県連盟競技運営員 宮城県連盟競技運営員

　荻　原　明　信 (栃　木) 　高　嶋　健太郎 （京 都） 　荻　原　明　信 (栃　木)
　白　岩　久　徳 (日　本) 　白　岩　久　徳 （日　本） 　高　嶋　健太郎（京 都）

角　田 　和　弘 (日　本) 角　田 　和　弘 (日　本)

栃木県連盟競技運営員 マスターズ実行委員会

  木　下　 美弥子（福　岡）   木　下　 美弥子（福　岡）

　高　嶋　健太郎（京　都） 　高　嶋　健太郎（京　都）

角　田 　和　弘 (日　本) 角　田 　和　弘 (日　本)
白　岩　由理香 (日　本) 白　岩　由理香 (日　本)
日本選手権実行委員会 日本選手権実行委員会

市 　川　 　   櫻 （東　京/国際2011）

仙台市若林区文化センター

五十嵐  清四郎 （社会人/一級2006) 木　下　  喜　樹 （兵　庫/国際2014）

仙台市若林区文化センター

女子日本フィジーク選手権
日本ジュニアボディビル選手権
全国高校生ボディビル選手権

神　田 　美栄子 (福　岡/国際2015)

白　岩　由理香 (日　本) 白　岩　由理香 (日　本)競技運営員

宮　 島　 　　望  (三　重/一級2013)

審査集計員

水　野　 直　門 （愛　知/国際2015）

10月 12日(月・祝)　東京都/港区
メルパルクホール(東京郵便貯金ホール)

  須 　藤　ゆ　き （東　京/国際2000）　

アジア選手権日本代表選手選考

日本クラス別選手権

日本クラシックボディビル選手権

ジャパンオープン選手権
男子ボディビル・女子フィジーク　ミックスペア

ミスフィットネス、ミスボディフィットネス

男子日本ボディビル選手権

10月 12日(月・祝)　東京都/港区
メルパルクホール(東京郵便貯金ホール)

  須 　藤　ゆ　き （東　京/国際2000）　

角　田 　和　弘 (日　本)

社会人連盟競技運営員
競技運営員

新　井　 敬　子 （大　阪/一級2014） 椿　　　 幸   仁  (三　重/一級2014) 市　原　恵　江 (東　京/一級2014)

荒　川   敏　夫 （栃　木/一級2008） 北  原     　　誠  (佐　賀/国際2015) 天　童　あゆみ (東　京/国際2015)

高  橋  美恵子（社会人/一級2008） 木　下 　俊　昭 (福　岡/ｱｼﾞｱ2012) 小  川　　　 淳 （大　阪/国際2015）

谷　野　義　弘 (東　京/一級2014)

審査集計員

競技運営員

岸　元　治　幸  (大　分/一級1999)

審査集計員

審査集計員

競技運営員

辻　本　俊　子 （東　京/国際2004）

朝　生　照　雄 （埼　玉/国際2005）

五十嵐 清四郎 （社会人/国際2015)

牧　　  信　行 （大　分/国際2015）

辻　本　俊　子 （東　京/国際2004）

鮫　島　幹　博  (宮　崎/一級1997)

朝　生　照　雄 （埼　玉/国際2005）

五十嵐 清四郎 （社会人/国際2015)

牧　　  信　行 （大　分/国際2015）

鮫　島　幹　博  (宮　崎/一級1997)

小　沼　 敏　雄 (東　京/一級2001) 小　沼　 敏　雄 (東　京/一級2001)

審査集計員

競技運営員

フィットネスビキニ選手権

９月21(月・祝) 22日(火・祝)　東京都/品川区

市 　川　 　  櫻 （東　京/国際2011）

８月23日（日）　栃木県/宇都宮市 ９月13日（日）　広島県/広島市

日本マスターズボディビル選手権

堤　　 　祐　 一 (北海道/国際2015) 千　束　 正　彦 （東　京/国際2015） 木　下　 喜　樹 （兵　庫/国際2012）

天　童　　あゆみ (東　京/一級2010)

オールジャパン ・ミス/メンズフィットネス

ミスボディフィットネス ・メンズフィジーク

きゅりあん(区立総合区民会館　ホール)

朝　生　照　雄 （埼　玉/国際2005） 木　下　 喜　樹 （兵　庫/国際2014） 辻　本 　俊　子 （東　京/国際2004）

競技運営員 競技運営員 競技運営員白　岩　由理香 (日　本) 白　岩　由理香 (日　本)
角　田 　和　弘 (日　本)

社会人連盟競技運営員

審査集計員 審査集計員 審査集計員

阿　部        勉 （宮　城/一級2009）

小　沼 　敏　雄 （東　京/一級2001） 五十嵐  清四郎 （社会人/一級2006)

後　 藤　　　 剛 （静　岡/一級2000） 高  橋  美恵子（社会人/一級2008）

涌　島　剛智三 (北海道/一級2010) 菊　池　  智　子 (東　京/一級2014)

高　岡　  光　弘 (神奈川/一級2003)

神　白　　徹　雄 (茨　城/一級2007)

４月18(金)19日(日)　宮城県/仙台市

朝　生　 照　雄 （埼　玉/国際2005） 大　嶋　　ひろみ (埼　玉/一級1998)

  須 　藤　ゆ　き （東　京/国際2000）　 辻 　本 　俊　子 （東　京/国際2004） 山　 田   賴　一 （静　岡/国際2015）

辻　本 　俊　子 （東　京/国際2004） 朝　生　 照　雄 （埼　玉/国際2005） 天 　童　  あゆみ (東　京/国際2015)

４月18(金)19日(日)　宮城県/仙台市 ８月15日（土）　東京都/品川区

ボディフィットネス・メンズフィジーク フィジーク選手権

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 審査委員会・競技運営委員会

平成27年度 日本連盟主催選手権大会審査員・審査集計員・競技運営員一覧表

アジア選手権日本代表選手選考 日本女子チャレンジカップ

きゅりあん(区立総合区民会館　ホール)

フィットネスビキニ ミス２１健康美大会


