
2015年9月6日(日)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 松　村　和　典（埼　玉） 今　村　　　 敬（宮　城） 加　藤　　　佳（北海道） 寺　地　進　一（東　京）  松　尾　泰　宏（東　京）

２位 吉　田　秀　一（富　山） 加　藤　　　充（社会人） 鈴　木　弘　之（北海道） 野　澤　　　 勉（東　京） 1位 野 村 政 盛（東京）

３位 津　田　英　志（北海道） 後　藤　　　充（東　京） 柳　沢　伸　一（東　京） 大　野　康　彦（長　野） 2位 西 川 正 洋（東京）

４位 黒　岩　英　一（埼　玉） 堤　　　武　志（北海道） 實　方　博　士（千　葉） 江　端　健　治（北海道） 大　坪　二　郎（神奈川）

５位 須　貝　誠　志（東　京） 大　関　　　 淳（埼　玉） 小　原　靖　訓（北海道） 鎌　田　　　 圭（宮　城） 近　藤　一　隆（東　京）

６位 佐　藤　　　司（北海道） 谷　村　紀　嗣（宮　城） 小　玉　則　雄（北海道） 松　本　泰　典（東　京） 小　島　正　裕（社会人）

順位 男子オーバーオール 女子158cm以下級 女子158cm超級 女子オーバーオール

１位 寺　地　進　一（東　京） 橋　木　亜　季（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉） 橋　木　亜　季（東　京）

２位 加　藤　　　佳（北海道） 深　作　靖　子（東　京） 阿　部　ゆ　り（東　京） 愛　宕　珠　子（千　葉）

３位  松　尾　泰　宏（東　京） 大 沢　寿美子（群　馬） 円　満　美　葉（神奈川）

４位 3位 松 村 和 典（埼玉） 白　井　葉　子（神奈川）

５位 4位 今 村　　 敬（宮城）

順位 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 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm以下級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ158cm超級 ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ

１位 實　方　博　士（千　葉） 野　村　政　盛（東　京） 菅 原　佳代子（青　森） 中　島　千　春（埼　玉） 菅 原　佳代子（青　森）

２位 松　本　泰　典（東　京） 野　澤　　　 勉（東　京） 吉　谷　美　香（東　京） 鎗　田　美　樹（東　京） 中　島　千　春（埼　玉）

３位 加勢田喜代紀（東　京） 加　藤　　　充（社会人） 山　村　由加里（北海道） 稲　葉　清　美（東　京）

４位 原　　　　　 剛（長　野） 小　玉　則　雄（北海道） 鳥　飼　京　子（東　京） 松　澤　　　 標（東　京）

５位 須　貝　誠　志（東　京） 内　山　剛　志（千　葉） 益　田　　　 香（東　京）

６位 藤　原　健　一（宮　城） 谷　村　紀　嗣（宮　城）

2015年8月23日(日)

順位 男子ボディビル ミスボディフィットネス 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 江　端　健　治（北海道） 菅 原　佳代子（青　森） 川　島　　　 岳（青　森） 谷　村　紀　嗣（宮　城） 柴　田　紀　男（宮　城）

２位 鎌　田　　　 圭（宮　城） 三本木 しのぶ（宮　城） 菊　地　充　洋（福　島） 石　澤　正　明（岩　手） 小　原　伸　夫（宮　城）

３位 小　玉　則　雄（北海道） 菊　地　　　 恵（宮　城） 藤　原　健　一（宮　城） 水　口　宏　美（青　森） 千　葉　隆　利（宮　城）

４位 伊　藤　智　也（宮　城）

５位 大　山　和　彦（北海道）

６位 上　野　拓　人（岩　手）

７位 川　島　　　 岳（青　森）

８位 平　野　慎　治（秋　田）

９位 谷　村　紀　嗣（宮　城）

10位 柴　田　紀　男（宮　城）

順位 男子マスターズ65才以上級 男子マスターズ70才以上級

１位 阿　部　良　男（宮　城） 藤　原　勤　也（宮　城）

２位 阿　部　好　法（宮　城）

岩手県ボディビル・フィットネス連盟

北海道ボディビル・フィットネス連盟

2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

東 日 本 選 手 権 大 会

東北・北海道選手権大会
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年7月26日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 加　瀬　幸　男（東　京） 橋　木　亜　季（東　京） 土　金　正　巳（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 齊　藤　     要（茨　城）

２位 山　口　　　 裕（埼　玉） 三 浦　恵美子（神奈川） モーセン サベリ（東　京） 福 田　雄一郎（埼　玉） 石　津　永　司（東　京）

３位 林　　　 勇　宇（東　京） 鈴　木　宏　子（茨　城） 鈴　木　康　克（東　京） 野　村　政　盛（東　京） 篠　原　信　良（東　京）

４位 田　口　俊　介（東　京） 小　出　竜　秋（埼　玉） 宮　田　勝　実（東　京） 坂　本　雅　己（千　葉）

５位 吉　田　　　遵（東　京） 松　本　泰　典（東　京） 渕　上　健　司（東　京）

６位 西　川　正　洋（東　京） 萩　原　     悟（東　京） 金　澤　和　弥（東　京）

７位 土　金　正　巳（東　京） 藤　川　達　司（東　京） 増　田　博　之（東　京）

８位 国　塚　清　久（神奈川） 内　田　博　之（神奈川） 山　本　一　郎（埼　玉）

９位 篠　田　　　 真（東　京） 堀　口　大　輔（埼　玉） 奥　山　賢　一（東　京）

10位 岡　田　　　 隆（東　京） 内　藤　     浩（神奈川） 坂　井　宏　行（埼　玉）

11位 宇　野　賢　明（東　京）

12位 笠　原　　　司（神奈川）

順位 ジュニア ニューカマー ボディフィットネス

１位 市　川　悠　道（東　京） 小野田　　　巧（東　京） 金 子　真紀子（東　京）

２位 岡　本　匠　平（東　京） 百木田　将 広（神奈川） 秋 山　千香子（東　京）

３位 飯　島　     優（埼　玉） 木　村　駿　介（東　京） 小　山　宴　代（東　京）

４位 松　本　泰　典（東　京） 越　川　順　子（東　京）

５位 市　川　悠　道（東　京） 石　澤　静　江（栃　木）

６位 髙　橋　     淳（埼　玉） 弥　陀　ミチル（東　京）

７位 高　石　寛　子（東　京）

８位 中　島　千　春（埼　玉）

2015年7月12日(日)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 真　島　洋　一（東　京） 加　藤　裕　康（東　京） 渡　部　工　兵（東　京） 笠　原　　　司（神奈川） 田　口　俊　介（東　京）

２位 松　村　和　典（埼　玉） 中　井　太　一（東　京） 佐々木　　　剛（茨　城） 實　方　博　士（千　葉） 野　村　政　盛（東　京）

３位 新　藤　大　靖（神奈川） 後　藤　　　 充（東　京） 内　藤　健　二（栃　木） 宇　野　賢　明（東　京） 木 下　慎二郎（埼　玉）

４位 川　上　大　輔（東　京） 高　橋　龍　矢（神奈川） 百木田　将 広（神奈川） 兜　森　　　剛（神奈川） 堀　内　　　 誠（東　京）

５位 高　橋　勝　己（埼　玉） 小　林　　　良（神奈川） 伊　勢　龍　顕（東　京） モーセンサベリ（東　京） 小　岩　浩　己（茨　城）

６位 溝呂木　雅 之（東　京） 阿久津　敏　孝（栃　木） 齋　藤　　　 敦（東　京） 木　村　駿　介（東　京） 齊　藤　健　一（千　葉）

７位 小　池　直　幸（東　京） 金　澤　和　弥（東　京） 菊　地　　　 賢（東　京） 手　塚　　　 修（東　京） 駒　崎　健　治（埼　玉）

８位 藤　川　明　利（東　京） 鈴　木　啓　允（栃　木） 東　田　義　弘（神奈川） 雨 谷　浩一郎（東　京）

９位 増　田　博　之（東　京） 羽 山 誠一郎（神奈川） 小　管　健　一（東　京） 福 田　雄一郎（埼　玉）

10位 飯　田　知　明（東　京） 堀　切　保　生（神奈川） 北　嶋　茂　男（茨　城） 佐　藤　真　也（栃　木）

順位 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm超級

１位 小　林　奈　美（神奈川） 阿　部　ゆ　り（東　京）

２位 齋　藤　 リイ子（東　京） 渡 部　みゆき（神奈川）

３位 白　井　葉　子（神奈川） 松 本　奈津恵（東　京）

４位

茨城県ボディビル・フィットネス連盟

関 東 選 手 権 大 会

関東クラス別選手権大会

埼玉県ボディビル・フィットネス連盟
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年7月19日(日)

順位 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ

１位 木　下　昭　文（東　京） 高　野　一　臣（千　葉） 加　治　康　武（東　京） 岩　田　卓　磨（東　京） 加　治　康　武（東　京）

２位 棚　瀬　賢　一（東　京） 鈴　木　康　克（東　京） 中　島　良　介（東　京） 小　泉　憲　治（神奈川） 岩　田　卓　磨（東　京）

３位 橋　本　祐　樹（東　京） 桑　崎　     寛（東　京） 桑　原　晴　彦（東　京） 菅　原　辰　馬（埼　玉） 高　野　一　臣（千　葉）

４位 安　藤　貴　弘（千　葉） 大　澤　     正（千　葉） 上　野　ア　キ（東　京） 木 下　慎二郎（埼　玉） 木　下　昭　文（東　京）

５位 山　本　     崇（茨　城） DAMIANI HELIO JUNIOR（神奈川） 加　藤　住　良（栃　木） 小　岩　浩　己（茨　城）

６位 池　田　晃　士（千　葉） 高　橋　秋　裕（静　岡） マイケル ミズタニ（愛　知） OLIVIRE JUNIOR（神奈川）

７位

８位

９位

10位

順位 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ163cm超級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ マスターズ50才以上級

１位 三 船　麻里子（東　京） 大 森　恵美子（東　京） 椎　名　智香子（千　葉） 三 船　麻里子（東　京） 木　下　昭　文（東　京）

２位 礒　野　かおる（兵　庫） 徳　永　佳　恵（神奈川） 大 森　恵美子（東　京） 小　島　正　裕（千　葉）

３位 佐々木　美 香（埼　玉） 仲　村　小　夏（東　京） 椎 名　智香子（千　葉） 棚　瀬　賢　一（東　京）

４位 秋　本　明　子（神奈川） 岩　本　祐　介（東　京）

５位 矢　野　かずみ（東　京） 岩　﨑　明　史（栃　木）

６位 井　村　智　子（石　川） 筒　井　光　広（神奈川）

2015年8月23日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 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 豊　島　　　悟 橋　木　亜　季 鈴　木　康　克 野　澤　　　勉 関　口　　　勉

２位 寺　地　進　一 宮　田　みゆき モーセン　サベリ 加　藤　裕　康 日　熊　秀　盛

３位 林　　　勇　宇 大　森　恵美子 齋　藤　　　敦 野　村　政　盛 木　村　博　男

４位 岡　部　謙　介 佐　藤　三佐子 松　本　泰　典 北　嶋　利　明 篠　原　信　良

５位 加　瀬　幸　男 石　渡　美弥子 内　藤　健　二 中　井　大　樹 牧　野　隆　司

６位 ｳﾊﾞｼﾞｬ ｵｽｶｰｼﾞｭｰﾄﾞ 岡　田　典　子 石　井　　　努 吉　田　賀　一 小　杉　雅　敬

７位 吉　田　　　遵 飯　田　知　明 増　田　博　之

８位 生　稲　悦　宏 宮　田　勝　実

９位 大　谷　宗　貴 渕　上　健　司

10位 小　野　善　行 山　川　忠　弘

11位 松　尾　泰　宏 中　台　明　人

12位 西　川　正　洋

順位 男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 男子ﾌｨｼﾞｰｸ172cm超級 ジュニア ニューカマー

１位 湯　浅　幸　大 有　馬　康　泰 市　川　悠　道 山　根　智　史

２位 衛　藤　雄　一 吉　田　直　輔 原　口　将　成 市　川　悠　道

３位 宇　野　明　訓 佐々木　　　潤 岡　本　匠　平 宮　田　智　矢

４位 嶋　田　泰次郎 阿　部　祐　二 本　田　一　馬 倉　橋　祐　典

５位 木　下　昭　文 水　上　　　直 吉　田　幸　隆

６位 本　間　奨　基 中　村　宗　人

７位 田子内　　　敦 三　和　達　平

８位 橋　本　祐　樹 西　野　圭　亮

９位 齋　藤　　　駿

10位 棚　瀬　賢　一

東京ボディビル・フィットネス連盟東 京 選 手 権 大 会

関東オープン選手権大会 千葉県ボディビル・フィットネス連盟
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年7月20日(月)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 小　池　直　幸 梁　    永　洙 河　野　智　洋 小野田　　　巧 田　口　俊　介

２位 川　上　大　輔 土　金　正　巳 嶋　田　泰次郎 米　本　卓　司 ｳﾊﾞｼﾞｬ ｵｽｶｰｼﾞｭｰﾄﾞ

３位 藤　川　明　利 塩　坂　雄　人 野　中　直　紀 小　湊　理　喜 松　頭　    省

４位 飯　田　知　明 後　藤　    充 渡　部　工　兵 雨　谷　浩一郎 松　尾　泰　宏

５位 山　川　忠　弘 加勢田　喜代紀 岡　田　    隆 梶　田　遼太郎 冨　永　智　史

６位 浅　野　公　伯 中　井　太　一 山　口　    功 内　田　    貴 生　稲　悦　宏

７位 溝呂木　雅　之 宮　田　勝　実 福　田　    岳 渡　部　    信 外　村　    修

８位 橋　口　    薫 金　澤　和　弥 伊　勢　龍　顕 木　村　駿　介

９位 増　田　博　之 花　岡　信　明 井　上　洋　祐 手　塚　    修

10位 山　木　和　弘 根　本　真　也 岩　橋　那　雄 石　井　    努

11位 片　岡　敬　三 後　藤　    譲 内　藤　健　二 松　本　泰　典

12位 大　川　弘　之 外　林　紀　行

160cm以下級 160cm超級

１位 宮　田　みゆき 金　子　真紀子 永　山　友　美

２位 岡　田　典　子 越　川　順　子 菅　原　ジョイ

３位 阿　部　ゆ　り 秋　山　千香子 高　石　寛　子

４位 常世田　秋　津 萩　尾　由　香 鎗　田　美　樹

５位 荻　野　昌　子 弥　陀　ミチル 潤　　　美和子

６位 齋　藤　リイ子 加　藤　明　子 野　沢　知　代

2015年5月10日(日)

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 山　木　和　弘 橋　口　    薫 荒　木　鷹　紀 王　    旭　東 柳　    昌　永

２位 牧　野　仁　史 渕　上　健　司 関　    博　士 中　山　翔　二 ラ　ナ　ビザヤ

３位 片　岡　敬　三 三　澤　利　康 竹　尾　圭　司 佐　藤　    豪 外　村　    修

４位 岩　成　輝　実 槌　谷　尚　之 松　藤　    卓 宮　内　祐　樹 千　葉　理　希

５位 宇　井　康　平 新井田　　　寛 戸　塚　順　久 春　日　俊　彰 平　野　草　也

６位 三　嶋　教　夫 白　坂　文　人 渋　川　    翔 木　村　憲　之 市　川　悠　道

７位 岩　永　    大 堀　    嘉　明 佐　藤　俊　介 松　本　    揚 植　原　太　地

８位 根　岸　隆　司 牛　久　皓　太 宮　田　智　矢 鏡　石　卓　哉

９位 川　田　明　彦 橋　本　    新 長谷川　高　之

10位 小　山　紳之祐 小田切　雄　太 吉　田　幸　隆

11位 丸　山　信　也 張　        偉 藤　本　和　正

12位 佐　藤　拓　児

順位 女子フィジーク 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 宮　田　みゆき 竹　内　令　子 筒　井　和　広 平　岩　道　弘 鈴　木　俊　廣

２位 阿　部　ゆ　り 弥　陀　ミチル 工　藤　雅　樹 金　子　    肇 小　川　順　康

３位 玉　木　幸　子 髙　橋　典　子 小　松　    肇 小　原　守　行 田　中　正　明

４位 松　本　奈津恵 松　澤　    標 鴨　下　    雅 千　野　彰　久 大　城　新　順

５位 山　田　久　美 斉　藤　知　也 髙　橋　    努

６位 山　口　祐　子 長　内　光　弘

７位 沼　尻　良　子 岩　崎　浩　之

８位 齊　藤　信　孝

東京オープン選手権大会

ボディフィットネス
順位 女子フィジーク

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

東京クラス別選手権大会
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年9月20日(日)

順位 男　子 女　子 男子マスターズ45才以上級 男子マスターズ55才以上級

１位 大　野　康　彦（長　野） 磯　部　美　穂（長　野） 寺  本   　  貴（山　梨） 三　浦　正　昌（新　潟）

２位 高　林　啓　一（富　山） 石　見　義　則（石　川） 木　村　照　雄（長　野）

３位 津　軽　　　 力（新　潟） 原　　　　　  剛（長　野） 松　原　敬　之（石　川）

４位 太　田　圭　則（山　梨） 上　原　基　彦（長　野） 岡　部　昭　一（石　川）

５位 寺  本　　　 貴（山　梨） 倉　田　け　ん（長　野） 野　口　　　 晃（新　潟）

６位 渡　部　健　一（新　潟） 野　澤　茂　雄（長　野） 吉　本　良　夫（富　山）

７位 五十嵐　樹 生（富　山） 山　本　俊　宏（石　川） 宮　坂　　　 茂（長　野）

８位 清　水　教　夫（富　山） 數　野　仁　史（山　梨）

９位 三　浦　正　昌（新　潟） 池　上　　　 健（長　野）

10位 飯　嶋　泰　俊（長　野）

11位 倉　品　利　広（新　潟）

12位 石　見　義　則（石　川）

2015年8月30日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク

１位 嶋　田　慶　太（福　岡） 大　森　樹　理（大　阪）

２位 玉　井　正　宏（大　阪） 新　開　由　佳（大　阪）

３位 松　尾　幸　作（愛　知） ユゲタ エジレイア（愛　知）

４位 金　井　雅　樹（大　阪） 船　木　郁　子（広　島）

５位 松　岡　   　啓（大　阪） 魚　澤　亜　矢（和歌山）

６位 平　野　貴　己（愛　知） 国　田　真　紀（大　阪）

７位 加　藤　昌　平（愛　知） 白　川　初　美（岐　阜）

８位 岸　岡　智　久（大　阪） 岩　城　祐　子（京　都）

９位 川　辺　   　仁（大　阪） 篠 原　みゆき（兵　庫）

10位 江　川　裕　二（広　島） 山　中　智　視（香　川）

11位 岩　尾　佳　毅（兵　庫） 田　岡　眞　美（三　重）

12位 河　村　秀　美（広　島） 中 西　さとみ（三　重）

2015年8月16日(日)

順位 女子フィジーク 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上級

１位 谷 川　千奈美（愛　知） 松　山　哲　也（岐　阜） 山　口　義　浩（愛　知） 田　中　眞　彦（愛　知）

２位 ユゲタエジレイア（愛　知） 徳　田　克　彦（静　岡） 島　村　淳　哉（愛　知） 稲　垣　冠　司（静　岡）

３位 服　部　順　子（三　重） 久保田　宏 之（静　岡） 井　上　暢　晴（静　岡） 仲　川　慶　樹（三　重）

４位 彦　坂　陽　子（愛　知） 小　田　　　勝（静　岡） 白　井　幹　人（愛　知） 古　賀　謙　次（三　重）

５位 中　西　さとみ（三　重） 平　田　光　男（愛　知） 斎　藤　久　夫（愛　知）

６位 清　水　　　 識（愛　知） 成 田　新太郎（静　岡）

順位 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級 男子75kg超級

１位 田　代　　　 圭（愛　知） 小　林　計　成（愛　知） 長　谷　川　渉（愛　知） 高　岸　豊　治（三　重） 平　野　貴　己（愛　知）

２位 徳　田　克　彦（静　岡） 松　山　哲　也（岐　阜） 細　江　俊　郎（愛　知） 世古口　和 久（三　重） 奥　田　純　也（岐　阜）

３位 原　　　 正　勝（愛　知） 五十嵐　立 彦（三　重） 神　野　裕　二（愛　知） 甲 村　隆一郎（愛　知） 越　仮　正　敏（愛　知）

４位 宮　原　時　彦（静　岡） 鈴　木　寛　郎（三　重） 榊　原　貴　裕（三　重） 久保田　宏 之（静　岡） 長　井　俊　雄（愛　知）

５位 横　山　幸　廣（愛　知） 鈴　木　章　弘（静　岡） 多治見　聡 嗣（愛　知） 西　川　元　英（岐　阜） 東　　　 孝　宗（愛　知）

６位 小　田　　　 勝（静　岡） 小　野　田　寛（愛　知） 山　田　高　史（愛　知） 河　合　克　人（愛　知） 高　木　紀　義（静　岡）

2015年9月19日(土)

順位 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ168cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm以下級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ176cm超級 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ50才以上級

１位 加　藤　昌　平（愛　知） 妹　尾　康　平（愛　知） 竹　中　　　 孝（岐　阜） 北　谷　ルカス（愛　知） 伊　藤　謙　治（愛　知）

２位 井　坂　真　也（三　重） 馬　渕　祐　輔（愛　知） マイケル ミズタニ（愛　知） 和　泉　大　輔（大　阪） 飯　田　彰　彦（大　阪）

３位 芝　山　正　光（三　重） 長　田　勇　気（愛　知） 小野田　　　寛（愛　知） 濱　口　大　輔（三　重） 小野田　　　寛（愛　知）

４位 飯　田　彰　彦（大　阪） 新　山　文　弘（三　重） 内　藤　授　理（大　阪） 臼　井　翔　太（岐　阜） 工　藤　修　平（愛　知）

５位 川　辺　勝　弘（三　重） 平　尾　拓　也（三　重） 吉　村　祐　二（愛　知） 疋　田　高　将（愛　知） 村　松　弘　敏（静　岡）

６位 土　居　弘　明（愛　知） 村　松　弘　敏（静　岡） 清　水　達　也（愛　知） 浅　野　　　 真（愛　知） 世古口　和 久（三　重）

順位 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm以下級 ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ158cm超級

１位 吉　谷　美　香（神奈川） 加　藤　智　子（愛　知）

２位 富　田　や　よ（愛　知）

３位 古　木　美千代（石　川）

４位 星　野　利　沙（愛　知）

東海オープン選手権大会 三重県ボディビル・フィットネス連盟

北陸甲信越ボディビル選手権大会

西 日 本 選 手 権 大 会

山梨県ボディビル・フィットネス連盟

三重県ボディビル・フィットネス連盟東 海 選 手 権 大 会

大阪ボディビル・フィットネス連盟
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年9月13日(日)

順位 男　子 女　子

１位 松　岡　　　 啓（大　阪） 大　森　樹　理（大　阪）

２位 玉　井　正　宏（大　阪） 新　開　由　佳（大　阪）

３位 金　井　雅　樹（大　阪） 岩　城　祐　子（京　都）

４位 太　田　研　ニ（京　都） 富　田　加　恵（京　都）

５位 佐　藤　弘　人（大　阪） 橋　本　寿　美（兵　庫）

６位 岸　岡　智　久（大　阪） 西　川　智　美（大　阪）

７位 川　辺　　　 仁（大　阪）

８位 田　中　良　一（大　阪）

９位 岩　尾　佳　毅（兵　庫）

10位 金　田　昭　人（兵　庫）

11位 新　藤　健　次（和歌山）

12位 道　田　泰　三（大　阪）

順位 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級 男子マスターズ65才以上級 男子マスターズ70才以上級

１位 金　田　昭　人（兵　庫） 道　田　泰　三（大　阪） 齋　　　 洋　二（兵　庫） 中　野　博　之（大　阪） 松　浦　義　光（大　阪）

２位 大　原　健　吾（大　阪） 城　野　恒　嘉（滋　賀） 中　山　　　 忍（兵　庫） 細　田　一　仁（大　阪） 森　山　年　章（兵　庫）

３位 坂　下　健　吾（兵　庫） 泉　　　 昌　弘（大　阪） 川　原　清　吾（大　阪） 酒　井　　　 仁（大　阪） 井　上　義　信（大　阪）

４位 山　路　康　祐（和歌山） 渡　辺　浩　光（兵　庫） 芦　田　博　文（兵　庫） 銭　　　 安　武（大　阪） 吉　永　　　 勇（兵　庫）

５位 森　本　繁　洋（兵　庫） 田　中　義　法（大　阪） 吉　田　光　明（和歌山） 田　中　満　昭（兵　庫）

６位 吉　村　雅　成（大　阪） 松　田　恭　一（大　阪） 浅　田　博　美（滋　賀） 入　江　正　義（大　阪）

2015年6月28日(日)

ミス健康美

158cm以下級 163cm以下級 163cm超級 関西オープン

１位 森 本　絵梨奈（大　阪） 星 宮　有智子（京　都） 城　戸　雅　代（大　阪） 土 師　智恵美（兵　庫）

２位 篠　原　みゆき（兵　庫） 山　本　恵　理（滋　賀）

2015年8月2日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 亀　家　浩　一(鳥　取) 門　脇　祐　二(鳥　取) 谷　口　誠　二(鳥　取) 西　本　祐　也(岡　山) 赤　山　　　 享(岡　山)

２位 上　野　清　文(広　島) 黒　川　宏　太(岡　山) 松　本　辰　也(鳥　取) 藤　原　基　晴(岡　山) 八　尾　裕　治(鳥　取)

３位 市　原　康　仁(徳　島) 平　田　　　 玲(香　川) 川　西　　　 毅(広　島) 中　川　孝　司(鳥　取) 宮　島　義　幸(広　島)

４位 遠　藤　克　志(鳥　取) 神　崎　倫　典(岡　山) 中　嶋　　　 吏(鳥　取) 北　野　大　輔(鳥　取) 岡　　　 育　宏(山　口)

５位 房　安　悠　太(鳥　取) 細　田　伸　司(鳥　取) 渡　辺　紀　之(鳥　取) 渡　邊　　　 智(山　口) 大　田　将　人(広　島)

６位 安　藤　文　博(愛　媛) 田　上　圭　一(徳　島) 藤　田　康　夫(島　根) 木　下　要　介(鳥　取)

順位 男子75kg超級

１位 西　村　公　行(愛　媛)

２位 内　山　　　 操(広　島)

３位 橋　本　治　樹(山　口)

４位 粟　屋　英　一(山　口)

５位 新　田　英　明(広　島)

６位 難 波　翔太郎(岡　山)

2015年8月23日(日)

順位 ヤングクラス ミドルクラス ナイスクラス マスターズクラス フィットネスビキニ

１位 住　永　一　真（兵　庫） 北　野　大　輔（鳥　取） 伝　　　 秀　明（広　島） 赤　木　淳　一（岡　山） 加　藤　智　子（愛　知）

２位 森　　　 玄　希（広　島） 小　椋　俊　樹（広　島） 赤　山　　　 享（岡　山） 細　田　公　彦（広　島） 森　　　伸　子（鳥　取）

３位 上　田　優　次（福　岡） 内　藤　授　理（大　阪） 竹　井　祐　二（広　島） 久 米　亜寿香（広　島）

４位 片　岡　広　明（鳥　取） 田　倉　陽　水（愛　媛） 佐　藤　智　胤（広　島）

５位 安　井　聖　治（岡　山） 柿　本　　　 宏（徳　島） 溝　渕　晃　治（広　島）

６位 藤　川　　　 稔（広　島） 後　藤　憲　司（広　島）

広島県ボディビル・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

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

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

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟

中国・四国フィジーク・フィットネス選手権大会
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年9月6日(日)

順位 男子ボディビル 女子フィジーク 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 佐　藤　浩　慈（福　岡） 藤　野　愛　子（福　岡） 岡　田　良　太（福　岡） 田　中　政　文（福　岡） 杉　内　忠　久（福　岡）

２位 Larryjun Acosta（長　崎） 原　口　美　幸（長　崎） 松　添　康　夫（長　崎） 福　岡　正　男（福　岡） 岡　崎　光　男（宮　崎）

３位 坂　本　邦　博（福　岡） 溝　田　和　美（福　岡） 松　岡　羊　輔（熊　本） 近　藤　正　之（福　岡） 星　見　　　 勝（福　岡）

４位 松　坂　博　文（福　岡） 杉　内　京　子（福　岡） 嶋　　　　　　司（福　岡） 仲　西　勇　一（沖　縄） 島　添　敏　彰（福　岡）

５位 大　庭　範　久（福　岡） 川　畑　直　也（鹿児島） 荒　巻　好　伸（佐　賀）

６位 山　城　訓　之（沖　縄） 佐 藤　寿一郎（福　岡）

７位 佐々木　隆 治（福　岡）

８位 今　村　孝　文（福　岡）

９位 石　本　　　 忠（福　岡）

10位 石　丸　広　史（福　岡）

順位 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上級

１位 安　部　　　保（大　分）

２位 岡　本　照　雄（福　岡）

３位 福　重　隆　義（鹿児島）

2015年8月30日(日)

順位 男子55kg以下級 男子60kg以下級 男子65kg以下級 男子70kg以下級 男子75kg以下級

１位 御　廚　敬　慈（福　岡） 長　澤　龍　馬（福　岡） 重　満　幸　治（宮　崎） 西　山　和　仁（鹿児島） 財　全　浩　次（大　分）

２位 西　頭　誠　一（福　岡） 永　田　和　久（鹿児島） 濱　崎　亮　太（福　岡） 松　阪　博　文（福　岡） 坂　本　邦　博（福　岡）

３位 山　﨑　悠　吾（福　岡） 児　玉　澄　雄（鹿児島） 上　田　　　 修（福　岡） 大　塚　正　明（熊　本） 石　丸　広　史（福　岡）

４位 長　嶺　範　雄（沖　縄） 犬　束　貴　博（福　岡） 木　戸　翔　平（長　崎） 曽  田　祥  吾（福　岡） 木　戸　竜　平（長　崎）

５位 米　倉　敏　幸（鹿児島） 岡　田　良　太（福　岡） 川　口　　　順（鹿児島） 永　窪　　　 弘（宮　崎） 横　山　　　 徹（宮　崎）

６位 重　枝　忠　幸（福　岡） 笠　野　　　 勉（福　岡） 篠　田　賢　一（福　岡） 田　中　政　文（福　岡） 手　嶋　優　也（福　岡）

順位 男子75kg超級 女子ボディフィットネス

１位 福　山　翔　太（鹿児島） 溝　田　和　美（福　岡）

２位 汪　　　 浩　峰（大　分） 鹿　間　由　夏（福　岡）

３位 今　井　良　平（長　崎） 堤　　　 啓　子（福　岡）

４位 村　上　京　介（長　崎）

５位 伊　藤　太　平（福　岡）

６位 日　高　博　司（宮　崎）

2015年8月15日(土)

順位 男子ボディビル一般 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上級

１位 長　田　洋　一 大　澤　　　正 森　山　芳　久 渡　辺　　　孝 井　原　　　茂

２位 生　稲　悦　宏 實　方　博　士 小　島　正　裕 松　山　　　茂 蜂　須　　　貢

３位 大　澤　　　正 服　部　健太郎 丹　羽　真　一 福　島　信　夫

４位 實　方　博　士 吉　田　英　樹 矢　崎　丹　堂 福　重　隆　義

５位 東　江　英　行 高　橋　宏　行 登　坂　文　朗 中　谷　敬次郎

６位 小　島　正　裕 根　本　俊　治 筒　井　光　広

７位 森　山　芳　久

８位 久保田　雄　司

９位 蜂　須　　　貢

10位 久保田　宏　之

11位 加　藤　　　充

12位 鈴　木　和　男

順位 男子新人 女子フィジーク一般

１位 間　　　太　輔 磯　山　範　子

２位 小田切　雄　太 山　本　貴　子

３位 齊　藤　哲　也

４位 阿　部　貴　樹

５位 加曽利　亮　介

九州沖縄クラス別選手権大会 福岡県ボディビル・フィットネス連盟

日 本 社 会 人 選 手 権 大 会 日本社会人ボディビル・フィットネス連盟

九 州 沖 縄 選 手 権 大 会 佐賀県ボディビル・フィットネス連盟
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2015年 ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）ボディビル選手権大会 入賞者一覧表

2015年8月2日(日)
順位 男子ボディビル
１位 門　脇　祐　二(鳥　取)
２位 松　本　辰　也(鳥　取)
３位 中　川　孝　司(鳥　取)
４位 中　嶋　　　 吏(鳥　取)
５位 藤　田　康　夫(島　根)
６位 田　倉　陽　水(鳥　取)
７位 宮　崎　　　 尊(鳥　取)
８位 細　田　伸　司(鳥　取)
９位 井　畑　　　 忠(鳥　取)
10位 戸　谷　錠　治(島　根)
11位 片　岡　広　明(鳥　取)
12位 水　口　大　輔(島　根)

2015年8月23日(日)
順位 男　子 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 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上級

１位 有　馬　功　二（愛 　媛） 古　川　一　也（愛　媛） 西　村　公　行（愛　媛） 安　藤　文　博（愛　媛） 斉　藤　忠　男（愛　媛）
２位 今　津　史　朗（香　川） 武　村　敬　介（愛　媛） 勝　本　伸　二（愛　媛） 井　上　富　雄（愛　媛）
３位 竹　本　直　央（愛　媛） 竹　本　修　二（愛　媛） 山　縣　有　二（愛　媛） 尾　﨑　義　正（愛　媛）
４位 河　野　博　幸（香　川） 近　藤　一　男（愛　媛） 日　野　静　一（愛　媛）
５位 西　村　公　行（愛　媛）
６位 勝　本　伸　二（愛　媛）
７位 田　上　圭　一（徳　島）
８位 牛　頭　稔　二（香　川）
９位 末　光　悦　志（愛　媛）
10位 平　田　　　 玲（愛　媛）

2015年7月12日(日)
順位 男　子 男子マスターズ40才以上級 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級 女子ﾌｨｼﾞｰｸ158cm以下級

１位 大　庭　範　久（福　岡） 脇　坂　直　光（福　岡） 水　摩　守　孝（福　岡） 安　部　　　 保（大　分） 原　口　美　幸（長　崎）
２位 松　坂　博　文（福　岡） 松　添　康　夫（長　崎） 西　田　哲　也（鹿児島） 星　見　　　 勝（福　岡） 溝　田　和　美（福　岡）
３位 石　丸　広　史（福　岡） 御　厨　敬　慈（福　岡） 近　藤　正　之（福　岡） 福　重　隆　義（鹿児島）
４位 坂　本　邦　博（福　岡） 森　浦　正　昭（長　崎） 島　添　敏　彰（福　岡）
５位 立　野　智　宏（福　岡） 足　立　吉　隆（福　岡） 山　田　　　博（長　崎）
６位 木　戸　竜　平（長　崎） 増　田　要　司（長　崎）
7位 犬　束　貴　博（福　岡）
８位 木　戸　翔　平（長　崎）
９位 曽　田　祥　吾（福　岡）
10位 副　島　宏　志（福　岡）
順位 ﾌｰｼﾞｯｸｵｰﾌﾟﾝ168cm以下級 ﾌｰｼﾞｯｸｵｰﾌﾟﾝ172cm以下級 ﾌｰｼﾞｯｸｵｰﾌﾟﾝ176cm以下級 ﾌｰｼﾞｯｸｵｰﾌﾟﾝ176cm超級

１位 衛　藤　雄　一 武　道　敬　士 宮　本　浩　次 村　上　京　介
２位 飯　田　彰　彦 入　江　繁　司 竹之内　忠　史 東　堀　雄　介
３位 瀬　戸　雄　太 武　本　直　也 大久保　徳　之 馬　場　源太郎
４位 上　田　優　次 平　湯　史　郎 山　口　　　隆 ﾄﾞﾘｭﾒﾌ　ﾃﾞｨﾐﾀｰ
５位 重　枝　忠　幸 水　下　耕　介 藤　本　智　博 寺　田　欽　弥
６位 樋　口　　　翔 松　本　博　樹 田　中　侑　樹 ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ　セス

2015年7月26日(日)
順位 男　子 男子マスターズ50才以上級 男子マスターズ60才以上級

１位 横　山　　　 透（宮　崎） 西　田　哲　也（鹿児島） 岡　崎　光　男（宮　崎）
２位 植　田　兼　史（鹿児島） 柿　下　健　一（鹿児島） 福　重　隆　義（鹿児島）
３位 児　玉　澄　雄（鹿児島） 米　倉　敏　幸（鹿児島） 立　山　安　雄（宮　崎）
４位 永　窪　　　 弘（宮　崎） 上ノ瀬　貞 美（宮　崎）
５位 日　高　博　司（宮　崎）
６位 重　満　幸　治（宮　崎）
7位 大　坪　克　也（宮　崎）
８位 川　崎　駿　也（宮　崎）
９位 平　田　真　司（鹿児島）
10位 平　野　隆　城（鹿児島）

西 海 選 手 権 大 会 長崎県ボディビル・フィットネス連盟

山陰ボディビル選手権

南九州ボディビル選手権 宮崎県ボディビル・フィットネス連盟

四国ディビル選手権大会 愛媛県ボディビル・フィットネス連盟

鳥取県ボディビル・フィットネス連盟
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