
2017年8月20日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 メンズフィジーク 新　人 女　子

１位 鳴　海　　   俊 及　川　雄　介 斉　藤　　  興 大　野　啓　司 原　田　     潤 及　川　雄　介 川 上　由美子

２位 大　山　和　彦 前　田　恭　延 北　林　有　也 永　友　達　大 金　子　　 　暁 寺　村　美　香

３位 小　原　靖　訓 川　崎　克　久 小　澤　亮　平 青　山　睦　弥

４位 小　玉　則　雄 呉　     英　理
５位 野　呂　邦　明 山　口　浩　生
６位 佐　藤　　   司 会　田　崇　雄
順位 フィットネスビキニ ボディフィットネス

１位 石　井　彩　子 川 上　由美子

２位 大　宮　寿　子 小　林　秀　子

３位 宮　村　真　紀 青　木　永　枝

４位 小　林　秀　子

５位 矢　川　博　美

2017年8月6日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上 ﾐｽﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄﾈｽ 女子フィジーク

１位 福　島　亮　太 佐々木　　　隆 今　野　光　輝 伊　藤　倖　三 遠　藤　佑　充 三本木 しのぶ 伊　藤 ひろみ

２位 川　上　利　宏 後　藤　     誠 村　山　勝　徳 小　原　伸　夫 加　藤　淳　子

３位 菊　池　正　幸 阿　部　良　男 松　本　美　和

４位 佐々木　    隆 中 平　栄理子

５位 Bran don Viigo

６位 柴　田　正　則

2017年7月29日

順位 男　子 マスターズ

１位 小　岩　浩　己 四　倉　     茂

２位 卯　月　大　登 柏　崎　愛　樹

３位 山　木　奨　互 中　島　規　悦

４位 古　山　      動

５位 木　村　宜　弘

６位 吉 原　慎太郎

2017年8月20日

順位 男　子 マスターズ 新　人

１位 滝　澤　　　 勤 笠　原　孝　昭 増　渕　健　竜

２位 増　渕　健　竜 吉　川　　 　宏 大　塚　信　之

３位 川　出　貴　士 深　尾　耕　造 松　本　隆　廣

４位 森　　　 光　慶 本　村　隆　一 文　蔵　道　也

５位 森　本　義　由 浦　　 　隼　将

６位 印　南　　　 亮 小　林　孝　彰

158cm以下級 163cm以下級 172cm以下級 172cm超級 40才以上級

１位 佐　藤　聡　恵 齋　藤　優　子 中　村　友　哉 伊　藤　善　剛 伊　藤　善　剛

２位 森　　 　佳　美 関　　　 陽　子 新　川　裕　太 三　島　流　平 長　山　陽　一

３位 鈴　木　優　子 川　鍋　真　吾 森　　　光　慶 鍬　田　桂　一

４位 鍬　田　桂　一 長　山　陽　一 文　蔵　道　也

５位 太　田　 　　翔 桧　山　大　輔 桧　山　大　輔

2017年7月30日

オープン・

ボディビル 168cm以下級 172cm以下級 172cm超級 オーバーオール

１位 久　保　陽　一 新　井　正　人 野　崎　     亮 呉　     英　理 横　田　航　平 渡　邉　真　伍 渡　邉　真　伍

２位 関　山　健　太 岡　田　和　行 有　賀　康　雄 千葉ﾏｲｹﾙｼﾝｼﾞ 立　石　勇　太 横　關　裕　二 呉　     英　理

３位 原　田　祥　弘 山　口　貞　幸 久　保　陽　一 宮　﨑　     隼 髙　橋　一　馬 長　山　陽　一 横　田　航　平

４位 新　井　正　人 三　田　志　行 関　山　健　太 江　守　聡　史 岡　田　和　行 横　山　     誠

５位 高　橋　健　二 古　木　和　昌 野　口　浩　章 茂　木　翔　平

６位 岡　田　和　行 氏　原　由　生 手　塚　     純 関　山　健　太

２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

北海道ボディビル選手権

宮城県選手権大会

群馬県ボディビル選手権

栃木県ボディビル選手権

茨城県ボディビル選手権

マスターズ順位

フィットネスビキニ
順位

メンズフィジーク

オープン・メンズフィジーク
男子総合
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年7月2日

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 男子75kg超級

１位 加　藤　陽　一 北　島　康　平 大　関　    淳 加　藤　陽　一 葉　波　潤一郎 野　崎　    亮

２位 大　関　    淳 黒　岩　英　一 堀　口　大　輔 兵　頭　祐　樹 山　本　一　郎 吉　田　晴　之

３位 葉　波　潤一郎 吹　澤　    操 堀　井　裕　太 城　口　憲二郎 飯　塚　成　通 福　田　雄一郎

４位 野　崎　    亮 糸　井　克　徳 比留間　健太郎 廣　瀬　允　宣 石　田　篤　慶

５位 北　島　康　平 田　中　紀　広 八　木　智　義 橋　本　俊　二

６位 前　田　純　一 城　間　皓　亮

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ジュニア

１位 加　藤　陽　一 葉　波　潤一郎 峯　    彰　宏

２位 堀　口　大　輔 山　本　一　郎 田　辺　翔　悟

３位 城　口　憲二郎 大　水　秀　樹 氏　原　由　生

４位 前　田　純　一 橋　本　俊　二

５位 木　村　鉄　夫

168cm以下級 172cm以下級 176cm以下級 176cm超級 40才以上級 オーバーオール

１位 田　本　     一 高見澤　祐 太 長　澤　秀　樹 望　月　あもん 髙　橋　勝　己 長　澤　秀　樹

２位 髙　橋　勝　己 岡　澤　     望 梅　田　     亮 卯　月　大　登 杉　浦　康　幸 高見澤　祐 太

３位 安　田　晴　貴 木　村　     卓 渡　辺　貴　将 植　村　     明 鯨　井　     隆 田　本　     一

４位 高　岡　尚　裕 駒　野　     徹 大 島　健一郎 富　岡　     準 植　村　     明 望　月　あもん

５位 伊　藤　彰　彦 姜　     憲　周 佐　藤　秀　之 中　田　祐　介 白　石　     進

６位 新　川　裕　太 奥　村　光　紀 萩　原　聖　悟 平　岡　     勝 飯　田　彰　彦

158cm以下級 158cm超級 オーバーオール

１位 山　口　あずさ 鈴　木　亜砂の 鈴　木　亜砂の

２位 白　鳥　京　香 角　田　香　織 山　口　あずさ

３位 石　川　瑠　夏 藤　田　千賀子

４位 須　藤　理　予 岩　井　知　子

2017年7月9日

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

１位 田　丸　博　朗 梶　原　一　貴 木　村　北　斗 山　田　　 　颯 田　丸　博　朗 福　井　政　人

２位 木　村　北　斗 坂　本　雅　己 尾　崎　亘　孝 髙　木　一　克 椎　名　拓　也 手　計　 　　学

３位 山　田　　 　颯 鍬　田　桂　一 畑　中　　 　翔 栗 原　佑太朗 鈴　木　大　介 髙　橋　幸　男

４位 梶　原　一　貴 海　野　貴　志

５位 福　井　政　人 仲　沼　利　明

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ジュニア 新　人 男子フィジーク

１位 小　島　正　裕 手　計　 　　学 阿　部　清　夫 椎　名　拓　也 尾　崎　亘　孝 和　田　一　馬

２位 川　畑　法　雄 河　合　冬　樹 竹　内　俊　雄 陳　           陽 谷　川　大　翔

３位 海　野　貴　志 菅　原　信　昭 木　暮　 　　遼 渡　辺　貴　将

４位 海　野　貴　志 小　島　正　裕

５位 川　島　千　明

６位 山　田　 　　颯

順位 ミス健康美

１位 林　谷　訓　子

2017年7月30日

順位 男子ボディビル 女子フィジーク ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 新　人

１位 洪 リビングストン 櫻　井　藤　子 池　田　大　助 木　下　利　之 洪 リビングストン

２位 西　村　靖　征 倉　田　け　ん 野　澤　茂　雄 福　澤　俊　男

３位 飯　島　泰　俊 島　田　容　源 渡　辺　昌　彦 宮　澤　昂　大

４位 小宮山　裕 亮 塩　沢　秀　善 平　光　伸　行 藤　巻　雄　太
５位 鈴　木　純　一 神　尾　真　一 堀　内　和　男 河　本　　　 司
６位 原　　　　　　剛 青　木　勝　彦 林　　　 公　平 宮　澤　秀　介
順位 男子オープン 女子オープン

１位 藤　井　義　人 磯　部　美　穂

千葉県選手権大会

長野県選手権大会

フィットネスビキニ

埼玉県ボディビル選手権

順位
オープン・メンズフィジーク

順位
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月27日

順位 男　子 マスターズ 新　人

１位 石　黒　　 　創 青　山　　　 貴 菅　沼　大　地

２位 津　軽　 　　力 渡　辺　博　昭 Birukovo Leksandr

３位 青　山　 　　貴 森　田　　 　晃 進　藤　雅　也

４位 三　浦　正　昌 野　口　　 　晃 中　村　　　 宏

５位 菅　沼　大　地

６位 品　田　直　人

2017年9月3日

172cm以下級 172cm超級

１位 島　田　健　児 島　田　健　児 若　林　　 　歩 小　森　雄　大 林　　　 麗　奈

２位 宮　島　     章 津　田　祐　貴 萩　原　正　一 米　田　純　子

３位 徳　舛　恭　輔 中　野　　 　元 河　南　和　貴 三　輪　由　佳

４位 瀬　戸　章　嘉 田　村　幸　稔 沖　田　　 　誠

５位 林 原　洋二郎 石　築　慶　一 浜　松　賢　祐

６位 土　田　     稔 荒　木　　　 亮 橋　本　　　 篤

2017年7月30日

順位 男　子 新　人

１位 鹿　熊　　　 眞 南　　　慎之介

２位 橘　内　啓　明 山　城　浩　輝

３位 南　　　慎之介 大　坪　尚　樹

４位 千　田　和　義 高 平　大治郎

５位 石　見　義　則

６位 山　城　浩　輝

2017年7月30日

順位 男　子 新　人

１位 岩　田　靖　之 大　本　光　成

２位 清　水　　　 昇 中　川　基　志

３位 川　上　竜　也 井　東　真　一

４位 香　田　英　一

５位 高　橋　洸　平

６位 岡　田　英　樹

2017年8月6日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 新　人

１位 髙　木　紀　義 齋　藤　安　信 佐　藤　長　巳 野　田　雄　揮

２位 野　口　正　和 吉　野　貴　光 菊　地　浩　三 白　井　寛　人

３位 大　角　和　平 山　田　佳　弘 森　　　 英　男 川　口　　　 哲

４位 服 部　健太郎 服　部　高　人 高　田　末　廣 クリス ルーヴェン

５位 齋　藤　安　信 橋　本　　　 淳 久　保　恵　政 河　合　英　満

６位 宮　原　時　彦 成 田　新太郎 扇　塚　哲　三

163cm以下 163cm超 168cm以下 172cm以下 176cm以下 176cm超

１位 尾　川　みどり 深 澤　亜希子 鈴　木　俊　正 勝　又　　　 健 鈴 木　昂太郎 遠　矢　誠　幸

２位 坂　下　麻　未 若　尾　　　 惠 久保田　祐 輔 森　永　光　多 八　木　佑　樹 江　原　央　健

３位 成　田　磨　世 植　松　　　 舞 大　場　雄　介 高　橋　秋　裕 田　中　嘉　一 小　坂　広　志

４位 馬　場　美　涼 小 杉　明日香 渥　美　圭　史 岡　本　圭　右 加　藤　雅　也 酒　井　雅　人

５位 鈴　木　文　奈 溝　口　順　子 坂　口　宙　史 田　高　進　一 鈴　木　悠　介 渡　辺　和　昭

６位 岩　﨑　温　子 杉　山　佳　紀 刑　部　弘　晃 宮　澤　俊　介 新　居　　　 功

順位
メンズフィジーク

フィットネスビキニ男　子 新　人

フィットネスビキニ

静岡県ボディビル選手権

富山県ボディビル選手権

新潟県ボディビル選手権

石川県ボディビル選手権

岐阜県ボディビル選手権

メンズフィジーク
順位
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月27日

順位 男子ボディビル 女子フィジーク

１位 加　藤　伸　久 木　村　和　美

２位 小　林　計　成 彦　坂　陽　子

３位 中　島　雄　太 青　井　郁　佳

４位 久　野　裕　介 小　池　英　生

５位 伊　藤　智　也

６位 越　仮　正　敏

2017年7月16日

165cm以下級 168cm以下級 171cm以下級 175cm以下級 175cm超級

１位 彦　坂　篤　徳 桜　山　雅　浩 佐　藤　拓　斗 山　崎　　　 勇 林　　　 宏　樹 ヤマダ ケネジ アレックス

２位 中　村　大　輝 西　川　勝　登 川　口　真　輝 工　藤　修　平 ヤマダ ケネジ アレックス　 川　口　真　輝

３位 渡　邊　巧　規 濱　田　　　 真 近　藤　鷹　次 皆　川　　　 学 小　田　貴　之 小　田　貴　之

４位 平　田　光　男 富　岡　弘　幸 金　子　政　道 畔　柳　　　 琢 疋　田　　　 貢 2位選手失格

５位 清　水　　　 識 牧　　　 寿　樹 出　口　峻　佑 遠　藤　紀　親 田　端　則　之 山　邊　智　明

６位 榑　林　　　 明 楠　名　圭　治 舩　井　丈　嗣 吉　村　祐　二 太　田　　　 興 金　子　政　道

2017年8月27日

順位 男　子 男子60kg級 男子65kg級 男子70kg級 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上

１位 河　野　厚　志 三 浦　慎二郎 間　野　恒　夫 河　野　厚　志 河　野　厚　志 西　出　     勝

２位 貝　原　勝　幸 田　村　龍　行 西　出　      勝 貝　原　勝　幸

３位 三 浦　慎二郎 久　山　輝　之

４位 田　村　龍　行

５位 久　山　輝　之

６位 間　野　恒　夫

2017年9月3日

順位 男　子 女　子

１位 川　辺　     仁 野　間　春　美

２位 角　田　信　朗 白　井　     香

３位 川　下　栄　治 長　川　貴　美

４位 木　村　正　光 星　川　まり子

５位 西　村　拓　史 野　村　明　穂

６位 田　中　良　一

７位 吉　川　幸　男

８位 森　川　諒　也

９位 杉　浦　博　純

10位 岡　﨑　和　也

11位 道　田　泰　三

12位 大　島　雅　史

2017年6月4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 男子75kg超級 ジュニア

１位 椿　     正　範 谷　     恵　太 森　川　諒　也 奈　良　     裕 川　下　栄　治 大　野　義　也 橘　     祐　多

２位 田　口　    学 小　山　正　之 三　宅　正　人 岡　崎　和　也 村　田　征　也 兼　子　史　郎 玉 木　健太郎

３位 松　下　俊　将 松　谷　正　和 佐　藤　弘　康 吉　田　朋　文 木　村　正　光 柴　田　智　史 粟　田　啓　介

４位 Fernando Jeffry Bonar 正　木　靖　彦 沖　田　一　晃 中　山　辰　也 堀　本　淳　治 上　野　拓　人

５位 魚　谷　信　雄 松　田　恭　一 山　野　     傑 駒　場　     孝 矢　野　勝　己 高　山　     覚

６位 野　津　     正 丸　山　泰　正 伊　藤　義　勝 吉　田　倫　徳 森　     光　導 岡　田　陽　介

順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ65才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ75才以上 新　人

１位 川　下　栄　治 矢　野　勝　己 妙瀬田　安 通 外　囿　恒　昭 中　野　博　之 松　浦　義　光 木　村　正　光

２位 木　村　正　光 堀　本　淳　治 川　原　清　吾 銭　     安　武 中　村　康　和 橘　     祐　多

３位 大　野　義　也 松　田　恭　一 上　田　晋　三 失　　格

４位 中　山　辰　也 藤　島　輝　幸 秦　     興　司

５位 椿　     正　範 桝　富　正　紀 宮　越　康　裕

６位 丸　山　泰　正 小　薮　直　大

チャレンジ
クラシック

順位

京都府ボディビル選手権

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

大阪クラス別ボディビル選手権

愛知県選手権大会
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月7日

168cm以下級 172cm以下級 176cm以下級 176cm超級 オーバーオール

１位 岡　     典　明 森　田　剛　史 小　幡　雄　大 田　邊　圭　佑 岡　     典　明

２位 中　畑　     惇 河　村　道　徳 井　上　誠　也 伊　藤　     孝 田　邊　圭　佑

３位 中　     亮　介 塩　見　典　久 渡　辺　貴　将 森　本　健　勇 小　幡　雄　大

４位 宮　﨑　洋　一 片　岡　秀　誠 澤　原　魁　門 ｵﾘｳﾞｨｴﾗ ｼﾞｭﾆｱ 森　田　剛　史

５位 矢　野　裕　介 山　野　     傑 張　          坤 和　泉　大　輔

６位 竹　井　祐　二 髙　須　悠　造 水　上　     直 杉　山　隆　史

158cm以下級 163cm以下級 163cm超級 オーバーオール

１位 中　田　優　子 下　村　裕　希 森　     明　子 下　村　裕　希 宅　見　啓　司

２位 白　鳥　京　香 内　田　     舞 西　村　里　美 中　田　優　子 下　尾　彰　浩

３位 中　野　智　子 秋　庭　沙　織 関　     貴　子 森　     明　子 中　井　正　隆

４位 田　中　鮎　子 岩　倉　智　子 田　中　佳　世

５位 高　木　彩　香 佐　藤　とく子

６位 川　又　珠　実 岩　井　知　子

165cm以下級 168cm以下級 171cm以下級 175cm以下級 175cm超級 オーバーオール

１位 松　谷　正　和 三　宅　正　人 奈　良　     裕 竹　村　聖　史 大　﨑　      徳 奈　良　     裕

２位 前　原　広　起 池　永　純　一 山　口　貴　臣 駒　場　     孝 藤　島　輝　幸 竹　村　聖　史

３位 西　野　壽　高 大　濱　和　也 大　林　孝　成 比留間 健太郎 江　那　尚　志 松　谷　正　和

４位 和　田　恭　一 新江田　宏 樹 筒　井　清　隆 土　生　陽　介 二　神　大　介 三　宅　正　人

５位 齋　藤　博　一 宇治澤　亮 二 髙　山　生　弥 三　木　善　雄 北　平　勝　己 大　﨑　     徳

６位 玉 木　健太郎 小　野　裕　人 粟　田　啓　介

2017年8月20日

順位 男子総合 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 男子75kg超級

１位 土　師　聖　正 西　谷　義　雄 青　田　真　市 金　子　晃　久 髙　寺　厚　實 北　倉　健　二 宮　本　賢　一

２位 北　倉　健　二 大　野　     拓 小　川　大　輝 桑　田　幸　次 江 川　翔一朗 野　村　雅　之 西　村　     巌

３位 坂　下　健　吾 酒　井　     仁 有　馬　寛　智 松　本　倫　宜 冨　井　暁　徳 伊　藤　克　城

４位 片　浦　英　則 中　島　義　博 阪　本　敏　文 福　原　新　一 高　橋　史　尚 脇　阪　幸　忠

５位 森　本　繁　洋 吉　永　     勇 小 林　紀代己 下　川　真　治 松　尾　貴　司 岩　本　清　司
６位 宮　本　賢　一 金　場　崇　能 石　川　摂　夫 恩　田　昌　明 水　口　幸　宣 立　花　雄　亮
順位 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ70才以上 ジュニア 女子フィジーク 50回+1回記念

１位 桑　田　幸　次 金　子　晃　久 立　川　     淳 酒　井　     仁 江　川　翔一朗 山　地　絵　巳 三　宅　泰　門

２位 水　口　幸　宣 高　橋　史　尚 岩　本　清　司 吉　永　     勇 木　村　祐　輝

３位 金　場　崇　能 櫻　井　寛　也 冨　永　和　良 高　木　和　雄 小　川　大　輝

４位 中　島　義　博 立　花　桐　馬

５位 末 石　圭示郎

６位 石　川　摂　夫

2017年8月27日

順位 男　子 新　人

１位 松　田　　光平 田　本　浩　二

２位 山　崎　晃　昌 岩　田　浩　司

３位 松　田　拓　海 木　下　　　 誠

４位 小　倉　俊　樹 岩　坂　　　 淳

５位 細　田　伸　司 中　村　亮　介

６位 片　岡　広　明 長　尾　太　志

2017年8月27日

順位 男　子

１位 藤　田　康　夫

２位 戸　谷　錠　治

３位

メンズフィジーク
順位

メンズフィットネス

クラシックボディビル
順位

順位
フィットネスビキニ

大阪市オープン選手権

鳥取県ボディビル選手権

島根県ボディビル選手権

兵庫県ボディビル選手権
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年7月30日

順位 男　子 オープン ｵｰﾌﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞ

１位 小　野　員　史 八　尾　裕　治 宮　島　義　幸

２位 比知黒　龍　太 中　山　　　勇 田　口　　　学

３位 田　村　　　豊 小井手　勇　太 生　見　嘉　英

４位 難　波　翔太郎 宮　島　義　幸 赤　木　淳　一

５位 生　見　嘉　英 笠　原　裕　太 中　村　雅　美
６位 谷　本　大　助 鳩　谷　修　平 内　田　淑　宏

2017年8月20日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ40才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 新　人

１位 林　田　　 　快 村　上　宜　男 岡　田　 　　守 馬　越　直　之

２位 原　田　大　智 前　田　宏　二 藤　井　孝　浩 青　山　晃　剛

３位 佐々木　理 人 加　藤　　 　潤 篠　田　　 　登 田　山　竜　也

４位 松　岡　洋　輝 小　瀧　哲　也 小　田　權　治 森　田　伸　哉

５位 坂　本　卓　也 平　田　富　雄 松　井　信　也 長　　 　勇　毅

６位 中　西　敏　昭 大　宅　　 　知 田　中　遼　治

　
2017年7月23日

順位 男　子 メンズフィジーク

１位 正　木　真　吾 米　倉　　　誉

２位 曽我部　智　和 冨　高　武　信

３位 篠　原　敬　二 山　本　慎　二

４位 圓　藤　　　優 井　片　　　努

５位 湯　浅　孝　公 佐　藤　隆　太

６位 鎌　田　裕　之 増　原　直　行

2017年9月3日

順位 男　子 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ ﾌｨｯﾄﾈｽﾋﾞｷﾆ

１位 丹生谷　尚 宏 宮　地　　 　慶 乗 松　奈津子

２位 中　矢　隆　治 矢　野　裕　介 大　谷　恭　子

３位 勝　本　伸　二 木　村　武　史 久　米　慶　香

４位 山　崎　　　 進 岡　　 　康　隆

５位 徳　永　龍　彦 塚　脇　　 　慶

６位 村　瀬　貴　俊 村　上　数　馬

2017年9月3日

順位 男子ボディビル 女子フィジーク マスターズ ジュニア ルーキーズ

１位 松　岡　正　貴 柏　原　由　美 伊　藤　一　洋 浦　山　卓　也 中　村　文　哉

２位 佐　藤　　　 渉 橋　本　亜　矢 佐 藤　寿一郎 松　岡　志　竜 杉　山　孝　輔

３位 井　上　貴　文 小ヶ倉　麻　紀 重　枝　忠　幸 永　野　友　也 浦　山　卓　也

４位 立　野　智　宏 竹　内　春　夫 松　岡　志　竜

５位 中　村　文　哉 足　立　吉　隆 今　川　浩　治

６位 田　中　政　文 高　松　聡　史 宮　本　知　典

福岡県選手権大会

岡山県ボディビル選手権

広島県ボディビル選手権

愛媛県ボディビル選手権

徳島県ボディビル選手権
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２０１７年 地方連盟選手権大会 入賞者一覧表

2017年8月6日

順位 男　子

１位 大　島　盛　嗣

２位 加賀原　寛 志

３位 畑　中　浩　幸

４位 太　田　茂　人

2017年7月2日

順位 男　子

１位 森　下　賢　成

２位 赤　崎　　 　智

３位 深　貝　昌　弘

４位 入　江　繁　司

５位 梁　　　 弘　基

６位 間　　　 允　典

2017年9月10日

順位 男　子 ﾏｽﾀｰｽﾞ50才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ60才以上 ルーキーズ

１位 永　田　和　久 米　倉　敏　幸 鮫　島　隼　寛 多嘉良　和 真

２位 児　玉　澄　雄 徳　永　健　治

３位 西　田　哲　也 中　山　智　史
４位 多嘉良　和 真 澤　 　　大　聖
５位 唐 田　雄太郎 森　 　　博　俊
６位 川　口　　　順

2017年11月5日

順位 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ170cm以下 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ170cm超 ﾏｽﾀｰｽﾞ45才以上 ﾏｽﾀｰｽﾞ55才以上 ニューカマー ｳｲﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ フィットネスビキニ

１位 石　井　康　貴 掛　川　明　典 入　江　弘　泰 金　子　     肇 松　下　和　樹 湯 浅　有希子 大　塚　     萌

２位 湯　浅　浩　和 鈴　木　光　生 今　西　勝　巳 山　﨑　     悟 鄭　     盧　雲 松　本　こずえ 松　木　真　美

３位 石　渡　信　吾 小　林　寛　治 家　城　俊　幸 高　橋　    聡 河　北　　　 浩 宮　前　幸　子 緒 方　はづき

４位 入　江　弘　泰 石　井　秀　幸 吉　田　昭　一 ストラウド ポール 李　     富　興 網 野　智世子 関　    陽　子

５位 田　中　紀　広 水　野　雅　至 水　野　雅　至 三　田　志　行 中　澤　榛　希 香 取　紗也佳

６位 椙　山　大　志 二　神　大　介 松　浦　武　彦 大　塚　尚　宏 林　     立　躍 井　坂　敬　子

順位 北区ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm以下 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ172cm超 ﾒﾝｽﾞﾌｨｼﾞｰｸ40

１位 横　山　健　太 山　家　健　暉 秋　山　信　之 秋　山　信　之

２位 白　石　      進 坂　川　太　一 鈴　木　達　也 横　山　健　太
３位 山野井　好 晴 川　村　圭　吾 白　石　    進 白　石　     進
４位 河　本　洋　佑 細　野　哲　也 田代ジャシワ将 長　山　陽　一
５位 木　下　裕　司 石　河　康　彦 久　古　雄　亮 山野井　好 晴
６位 赤　石　純　一 野　中　     学 野　中　     学

長崎県選手権大会

鹿児島県ボディビル選手権

佐賀県ボディビル選手権

北区(東京)オープン選手権大会
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