
第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

女子158cm以下 予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

1 三橋 美絵子 ミツハシ ミエコ 55 153 6 神奈川県 スポーツマインド寒川 W

2 大久保 智美 オオクボ サトミ 28 153 2 東京都 小金井トレーニングセンター クラブ

3 鈴木 裕子 スズキ ユウコ 55 154 3 東京都 ゴールドジムウエスト クラブ

4 吉田 千映子 ヨシダ チエコ 50 156 4 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 5000

5 椿 晴美 ツバキ ハルミ 57 156 4 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 3000

6 松田 昌子 マツダ マサコ 55 156 6 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

7 飯山 律子 イイヤマ リツコ 48 157 4 東京都 成増トレーニングセンター 5000

8 鈴木 優貴 スズキ ユウキ 33 158 3 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 5000

9 今井 由香 イマイ ユカ 45 164 5 千葉県 個人 5000

第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

女子159cm超級 予選⇒決勝4名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

10 湯浅 有希子 ユアサ ユキコ 45 159 6 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 クラブ

11 竹内 令子 タケウチ レイコ 59 159 6 東京都 フィットネスジム・サクセス 5000

12 佐藤 奈々子 サトウ ナナコ 45 160 5 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 5000

13 韋 笑笑 ウェイ ショウショウ 28 164 2 埼玉県 ベルクススポーツジム谷塚 5000

第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

男子55Kg以下 予選⇒決勝4名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

14 坂井 宏行 サカイ ヒロユキ 63 157 34 埼玉県 坂井トレーニングジム 5000

15 赤坂 浩一 アカサカ コウイチ 49 158 14 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

16 関野 浩二 セキノ コウジ 51 159 16 東京都 アニマル浜口トレーニングジム 5000

17 内藤 浩 ナイトウ ヒロシ 53 159 23 神奈川県 チャンピオン平塚 クラブ

18 八木 雅一 ヤギ マサカズ 63 162 22 東京都 ゴールドジムイースト東京 クラブ

19 川畑 法雄 カワバタ ノリオ 49 163 10 東京都 成増トレーニングセンター 5000

20 矢島 武志 ヤジマ タケシ 64 163 5 埼玉県 BIG FIVE 5000

21 須貝 誠志 スガイ サトシ 53 163 24 東京都 個人



第21回関東クラス別ボディビル選手権大会
男子60Kg以下 予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

22 飯田 知明 イイダ チアキ 51 159 15 東京都 ゴールドジム クラブ

23 増田 博之 マスダ ヒロユキ 60 160 9 東京都 ゴールドジムウエスト東京 クラブ

24 坂本 雅己 サカモト マサミ 66 162 26 千葉県 ビッグベアージム 5000

25 杉山 健一 スギヤマ ケンイチ 43 162 25 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 5000

26 白石 孝二 シライシ コウジ 49 163 8 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 5000

27 古山 動 フルヤマ イサム 52 163 7 茨城県 つくばボディビル同好会 5000

28 ⾧田 好人 オサダ ヨシヒト 41 163 5 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

29 佐藤 豪男 サトウ ヒデオ 61 163 41 栃木県 個人

30 堀口 正弘 ホリグチ マサヒロ 60 164 5 埼玉県 BIG FIVE 5000

31 染谷 義彦 ソメヤ ヨシヒコ 46 166 4 千葉県 個人

32 亀田 浩 カメダ ヒロシ 54 167 10 東京都 ゴールドジム八王子東京 クラブ

33 高田 慶一 タカダ ケイイチ 50 168 6 東京都 ゴールドジム北千住東京店 クラブ

34 真島 洋一 マシマ ヨウイチ 64 168 19 東京都 成増トレーニングセンター 5000

35 森本 陽介 モリモト ヨウスケ 39 168 4 神奈川県 個人

第21回関東クラス別ボディビル選手権大会
男子65Kg以下 pickup10名⇒予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

36 米山 裕貴 ヨネヤマ ユウキ 32 161 16 東京都 ゴールドジムウエスト東京 5000

37 松村 和典 マツムラ カズノリ 58 162 15 埼玉県 GOLDʼS GYMさいたまスーパーアリーナ クラブ

38 渡辺 政吉 ワタナベ マサヨシ 53 162 7 神奈川県 トレーニングジムタフネス 5000

39 濱中 秀享 ハマナカ ヒデタカ 63 162 10 千葉県 個人

40 西田 鈴一郎 ニシダ レイイチロウ 31 163 6 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 5000

41 田辺 晃 タナベ アキラ 49 163 21 東京都 サンプレイ クラブ

42 中村 直行 ナカムラ ナオユキ 31 163 13 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 5000

43 中村 馨 ナカムラ カオル 38 164 5 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 5000

44 中村 仁 ナカムラ ヒトシ 37 164 5 東京都 ゴールドジムウエスト東京 クラブ

45 宮田 智矢 ミヤタ トモヤ 31 164 10 東京都 ゴールドジム原宿東京 5000

46 宮田 智矢 ミヤタ トモヤ 31 164 10 東京都 ゴールドジム原宿東京 クラブ

47 須金 慶紀 スガネ ヨシノリ 51 164 18 千葉県 ウイングスポーツクラブ クラブ

48 前川 亘 マエカワ  ワタル 28 165 6 神奈川県 スポーツマインド寒川 5000

49 尾形 亮二 オガタ リョウジ 26 165 4 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ クラブ

50 大関 淳 オオゼキ アツシ 48 166 19 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ クラブ

51 高橋 聡 タカハシ サトシ 58 166 8 東京都 ゴールドジム イースト東京 クラブ

52 加藤 匡一 カトウ マサカズ 33 167 11 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 5000

53 内藤 健二 ナイトウ ケンジ 54 168 35 東京都 小金井トレーニングセンター 5000

54 川村 宏明 カワムラ ヒロアキ 33 168 4 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 5000

55 大内 隆宏 オオウチ タカヒロ 24 168 4 東京都 ゴールドジム北千住東京 クラブ

56 山口 浩太郎 ヤマグチ コウタロウ 53 170 27 千葉県 ビッグベアージム 5000

57 坂井 善智 サカイ ヨシノリ 36 170 5 東京都 成増トレーニングセンター 5000



58 金澤 和弥 カナザワ カズヤ 60 171 9 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

59 米原 優太 ヨネハラ ユウタ 24 172 3 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 5000

60 田原 清光 タハラ キヨミツ 54 172 8 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

男子70Kg以下 pickup10名⇒予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

61 荒木 鷹紀 アラキ タカノリ 33 163 13 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ クラブ

62 飯塚 勝美 イイツカ カツミ 52 164 5 茨城県 ボディビルディングクラブGORILLA 5000

63 木村 駿介 キムラ シュンスケ 33 165 13 東京都 ゴールドジムイースト東京 5000

64 柏原 翔太 カシハラ ショウタ 29 165 8 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 5000

65 鈴木 一真 スズキ カズマ 35 166 7 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 5000

66 岩橋 那雄 イワハシ ナオ 37 167 10 東京都 ゴールドジムイースト東京 5000

67 小林 幸治 コバヤシ コウジ 55 167 30 千葉県 ビッグベアージム 5000

68 崔 格図 サイ カクト 24 168 5 東京都 ゴールドジムノース東京 5000

69 森山 芳久 モリヤマ ヨシヒサ 62 168 25 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 5000

70 松坂 博文 マツザカ ヒロフミ 33 168 14 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

71 實方 博士 ジツカタ ヒロシ 50 169 22 千葉県 ウィングスポーツクラブ 5000

72 松田 玲士 マツダ レイジ 59 170 13 東京都 ゴールドジムウエスト東京 クラブ

73 坂本 純宏 サカモト スミヒロ 33 170 10 群馬県 個人

74 横瀬 健一 ヨコセ ケンイチ 46 171 24 千葉県 君津トレーニングジム 5000

75 酒巻 秀之 サカマキ ヒデユキ 37 172 5 東京都 ゴールドジムイースト東京 クラブ

76 白石 進 シライシ ススム 50 173 6 東京都 赤羽トレーニングセンター 5000

77 塩坂 雄人 シオサカ ユウト 45 174 25 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 5000

78 酒井 翼 サカイ ツバサ 34 174 15 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

79 榮 義人 サカエ ヨシヒト 40 174 9 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 5000

80 成田 平 ナリタ タイラ 21 174 2 東京都 ゴールドイースト東京 5000



第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

男子75Kg以下 pickup10名⇒予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

81 相澤 飛鳥 アイザワ アスカ 26 165 8 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 クラブ

82 兜森 剛 カブトモリ ツヨシ 49 166 20 神奈川県 横浜マリントレーニングジム クラブ

83 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ 50 167 25 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 5000

84 井戸 拓矢 イド タクヤ 34 168 12 神奈川県 Gold's Gym サウス東京 5000

85 松本 泰典 マツモト ヤスノリ 53 169 10 東京都 ゴールドジムイースト東京 クラブ

86 橋本 俊二 ハシモト シュンジ 54 170 35 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ クラブ

87 宮野 泰支 ミヤノ タイシ 26 170 5 東京都 ゴールドジム八王子東京 クラブ

88 田子内 敦 タコナイ アツシ 34 170 10 東京都 小金井トレーニングセンター クラブ

89 椿 幸仁 ツバキ ユキヒト 50 170 27 東京都 個人

90 室山 進 ムロヤマ ススム 34 171 7 東京都 ゴールドジムウエスト東京 クラブ

91 王 旭東 オウ キョクトウ 38 172 7 埼玉県 ベルクススポーツジム草加谷塚 5000

92 加藤 謙一 カトウ ケンイチ 26 172 8 東京都 ゴールドジム北千住東京店 クラブ

93 森岡 亮太 モリオカ リョウタ 24 172 4 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 5000

94 竹元 直紀 タケモト ナオキ 45 172 1 東京都 成増トレーニングセンター 5000

95 眞鍋 弘明 マナベ ヒロアキ 30 173 5 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 5000

96 内田 貴 ウチダ タカシ 49 174 10 東京都 ゴールドジム イースト東京 クラブ

97 中原 泰人 ナカハラ ヤスヒト 44 175 20 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 5000

98 ⿁澤 秀典 キザワ ヨシノリ 30 175 3 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ クラブ

99 田村 海駿 タムラ カイト 24 176 4 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 5000

100 岡本 侑貴 オカモト ユウキ 29 178 1 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 5000

101 大塚 秀人 オオツカ ヒデト 57 178 27 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 5000

102 小川 孝平 オガワ コウヘイ 31 178 10 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

第21回関東クラス別ボディビル選手権大会

男子75Kg超級 pickup10名⇒予選⇒決勝6名

氏名 フリガナ 年齢 身⾧ ト歴 所属連盟 所属クラブ 参加費

103 鈴木 裕太 スズキ ユウタ 29 168 10 千葉県 ビッグベアジム 5000

104 野村 政盛 ノムラ マサモリ 55 172 13 東京都 王子フィットネス＆ジム クラブ

105 稲田 直己 イナダ ナオキ 33 173 5 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

106 木下 文夫 キノシタ フミオ 38 175 5 東京都 成増トレーニングセンター 5000

107 森田 智也 モリタ トモヤ 33 177 4 栃木県 ゴールドジムスパレア足利 5000

108 高井 大輔 タカイ ダイスケ 36 177 10 神奈川県 中山トレーニングジムタフネス クラブ

109 堀内 誠 ホリウチ マコト 36 178 10 東京都 ゴールドジムサウス東京 クラブ

110 駒崎 健治 コマザキ ケンジ 50 179 10 埼玉県 ゴールドジム東浦和さいたま 5000

111 石井 良祐 イシイ リョウスケ 42 180 20 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 5000

112 河村 正人 カワムラ マサト 50 180 6 東京都 ゴールドジムイースト東京 5000

113 ⾧井 寛幸 ナガイ ヒロユキ 40 180 10 東京都 個人

114 石村 重雄 イシムラ シゲオ 51 181 20 神奈川県 横浜マリントレーニングジム 5000

115 猪瀬 一馬 イノセ カズマ 23 186 2 東京都 ゴールドジムイースト東京 クラブ

116 川畑 良太 カワバタ リョウタ 39 188 15 神奈川県 スポーツマインド寒川 5000


