
 2019湘南オープン クラス別名簿

ビキニフィットネス(6名)
1 渡辺 恵美 ワタナベ エミ 54 155 ?ニールズヤードレメディーズ
2 木村 由貴 キムラ ユキ 22 155 ゴールドジム横須賀
3 平瀬 奈緒子 ヒラセ ナオコ 38 160 スポーツマインド寒川
4 杉原 みのり スギハラ ミノリ 53 160 B&F
5 加藤 ゆり カトウ ユリ 19 162 ライフメディカルフィットネス
6 佐藤 美和 サトウ ミワ 27 165 スポーツマインド寒川

ホディフィットネス(7名)
11 林谷 訓子 ハヤシタニ クニコ 55 163 ゴールドジム浦安千葉、サウス
12 佐藤 とく子 サトウ トクコ 58 170 ゴールドジムイースト東京
13 鈴木 久実 スズキ クミ 56 150 ゴールドジム戸塚神奈川
14 小島 範子 コジマ ノリコ 54 157 エニタイム

15 斉野 陽子 サイノ ヨウコ 53 161 ゴールドジムサウス東京

16 池田 由美子 イケダ ユミコ 48 164 ゴールドジム横須賀神奈川
17 種橋 久美 タネハシ クミ 47 168 スポーツマインド寒川

メンズフィジーク172ｃｍ以下25歳未満(15名)
21 藤澤 友貴 フジサワ ユウキ 22 166 ゴールドジム
22 守谷 収生 モリヤ シュウセイ 18 167 エニタイムフィットネス藤沢店
23 水野 翔鈴空 ミズノ カレラ 19 167 ゴールドジム八王子東京
24 手塚 純 テツカ ジュン 22 168 ゴールドジムウエスト東京
25 酒井 勇輝 サカイ ユウキ 23 168 ゴールドジム
26 村井 優介 ムライ ユウスケ 24 168 ゴールドジム湘南神奈川
27 荒井 世弥 アライ セイヤ 24 168 ASPI

28 三浦 隆太郎 ミウラ リュウタロウ 20 169 FIT24

29 松田 登夢 マツダ トム 21 170 ゴールドジム八王子東京
30 芳賀 翔 ハガ ショウ 23 170 ライフメディカルフィットネス
31 佐々木 大蔵 ササキ タイゾウ 24 170 セントラルスポーツ伊勢原
32 小野 海晴 オノ カイセイ 19 171 エニタイムフィットネス多摩境店
33 坂本 涼太 サカモト リョウタ 21 171 明治大学
34 古内 開 フルウチ カイ 21 171 神奈川大学
35 上之原 幸祐 カミノハラ コウスケ 24 172 ゴールドジムサウス東京

メンズフィジーク172ｃｍ以下25歳以上(19名)
41 西谷 正俊 ニシタニ マサトシ 28 163 ダンロップ平塚

42 上原 健佑 ウエハラ ケンスケ 32 164 ゴールドジム上星川店
43 佐々木 浩司 ササキ コウジ 35 164 ゴールドジム　上星川
44 藤村 佳史 フジムラ ヨシフミ 29 165 エニタイムフィットネス登戸店
45 黒須 健二 クロス ケンジ 53 165 永和システムマネジメント
46 大竹 正行 オオタケ マサユキ 59 165 ゴールドジム横須賀神奈川
47 樋口 博彦 ヒグチ ヒロヒコ 42 166 ゴールドジム　湘南神奈川

48 榎本 雄太 エノモト ユウタ 33 167 なし
49 万本 秀雄 マンモト ヒデオ 41 167 ゴールドジム湘南神奈川
50 佐伯 勇仁 サエキ タケヒト 28 168 エニタイムフィットネス藤沢店
51 市川 佑一 イチカワ ユウイチ 32 168 チャンピオン平塚

52 小林 孝彰 コバヤシ タカアキ 32 169 ゴールドジムスパレア足利
53 水落 公太朗 ミズオチ コウタロウ 41 169 ライフメデイカルフイツトネス

54 及川 雅功 オイカワ マサノリ 28 170 ゴールドジム横浜馬車道
55 成田 一晃 ナリタ カツアキ 31 170 自宅
56 菅 慶久 スガ ヨシヒサ 46 170 ゴールドジム横須賀

57 吉田 隼人 ヨシダ ハヤト 29 171 小田原市立病院

58 山口 亮 ヤマグチ リョウ 36 171 パルバル湘南スポーツクラブ
59 猪野 直人 ｲﾉ ナオト 56 171 個人
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メンズフィジーク172ｃｍ超25歳未満(19名)
61 室井 靖成 ムロイ ヤスナリ 24 173 BODY MAKE GYM 月映え
62 クエバス ロンジョビクエバス ロンジョビ 19 173 快活クラブ FIT24 伊勢原店

63 降矢 虹輝 フルヤ コウキ 19 174 学校
64 藤本 一樹 フジモト カズキ 20 174 ゴールドジム戸塚神奈川
65 志村 樹 シムラ タツキ 19 175 ゴールドジム国立東店
66 久住 武文 クズミ タケフミ 22 175 個人
67 渋谷 漁 シブヤ リョウ 19 176 ゴールドジム横浜馬車道
68 田辺 守志 タナベ シュウジ 23 177 ゴールドジム北千住
69 山下 元弥 ヤマシタ モトヤ 19 178 ゴールドジム八王子東京
70 橋本 和義 ハシモト カズヨシ 19 178 個人登録
71 小原 巧樹 オハラ コウキ 22 178 ゴールドジム戸塚神奈川
72 飯沼 憲吾 イイヌマ ケンゴ 23 179 ゴールドジム
73 上坂 純平 ウエサカ ジュンペイ 21 180 工学院大学
74 市川 輝 イチカワ ヒカル 22 180 エニタイムフィットネス
75 仲村 だこた ナカムラ ダコタ 22 180 ゴールドジム厚木神奈川
76 矢島 卓哉 ヤジマ タクヤ 20 181 ゴールドジム横浜上星川
77 朝日 悠介 アサヒ ユウスケ 22 181 チャンピオン平塚
78 和田 渉吾 ワダ ショウゴ 21 183 エニタイムフィットネス
79 杉山 輝海 スギヤマ テルミ 19 184 桐蔭横浜大学

メンズフィジーク172ｃｍ超25歳以上18名)
81 荒木 優太 アラキ ユウタ 25 173 ゴールドジム横浜馬車道

82 佐瀬 英雄 サセ ヒデオ 29 173 ゴールドジム厚木神奈川

83 丹羽 拓也 ニワ タクヤ 34 173 ゴールドジム戸塚

84 嶋村 崇志 シマムラ タカシ 36 173 横浜マリントレーニングジム
85 荒木 慶太 アラキ ケイタ 42 173 Figo
86 柴山 吾郎 シバヤマ ゴロウ 49 173 スポーツマインド寒川

87 早乙女 拓駿 サオトメ タクトシ 25 174 個人
88 菊池 利則 キクチ トシノリ 35 174 FASTGYM24
89 西澤 寛 ニシザワ カン 25 175 パルバル湘南スポーツクラブ

90 畠山 秀平 ハタケヤマ シュウヘイ 33 175 所属なし　施設ゴールドジム
91 澁田 澄尚 シブタ スミタカ 47 175 自宅
92 後藤 夏貢 ゴトウ ナツキ 33 176 ハヤシスポーツクラブ

93 野田 幸助 ノダ コウスケ 38 177 エニタイムフィットネス
94 松尾 成記 マツオ シゲキ 42 177 浜松町

95 田尻 大志 タジリ ダイシ 25 180 パルバル湘南スポーツクラブ
96 石田 基嗣 イシダ モトツグ 54 180 ライフメディカルフィットネス
97 長田 剛紀 オサダ タケノリ 33 182 ゴールドジム御殿場静岡
98 鷹島 輝彦 タカシマ テルヒコ 25 182 HAPPY GYM

99 笹川 勝司 ササガワ カツジ 50 182 横浜マリントレーニングジム
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メンズフィジーククラシック(23名)
111 内藤 浩 ナイトウ ヒロシ 51 159 チャンピオン平塚
112 湯山 佳明 ゆやま よしあき 55 160 富士通ボディビル.フィットネスクラブ  

113 藤原 大介 フジワラ ダイスケ 26 163 トレーニングジムタフネス

114 須藤 大 ストウ ダイ 32 163 平塚総合体育館

115 川村 翼 カワムラ ツバサ 22 163 モリオカトレーニングクラブ
116 岩本 光平 イワモト コウヘイ 30 164 フリー

117 木下 裕司 キノシタ ユウジ 40 166 藤沢青年会議所
118 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ 55 167 ゴールドジム御殿場
119 蓑 洋 ミノ ヒロシ 48 168 上星川ゴールドジム
120 川出 貴士 カワイデ タカシ 49 168 蔵の街スポーツクラブ
121 平川　徳治 ヒラカワ　トクジ 51 168 ゴールドジム戸塚神奈川
122 金子 肇 カネコ ハジメ 57 170 Studio jump 
123 鈴木 優太郎 スズキ ユウタロウ 23 170 ゴールドジム 横浜馬車道
124 市川 晃敏 イチカワ アキトシ 22 172 早大バーベルクラブ
125 川上 英治 カワカミ エイジ 44 172 ゴールドジム御殿場静岡

126 稲田 直己 イナダ ナオキ 31 173 ゴールドジム大森

127 小泉 隆史 コイズミ タカシ 38 174 ゴールドジム戸塚
128 佐々木 亮真 ササキ リョウマ 47 176 ゴールドジム湘南
129 藤巻 大陸 フジマキ ヒロタカ 29 176 無所属
130 山上 博宣 ヤマガミ ヒロノブ 53 177 ゴールドジム湘南神奈川
131 里山 隆弘 サトヤマ タカヒロ 25 180 ティップネス
132 本間 洲伍 ホンマ シュウゴ 21 183 ゴールドジム戸塚
133 岸田 勇輝 キシダ ユウキ 33 185 横浜マリントレーニングジム


