
通番 人数 氏名 フリガナ 参加費 所属クラブ名 地域 年齢 身長
出場種目

メンズフィジーク・ニューカマー172cm以下
1 1 五十嵐　 将矢 イガラシ　 マサヤ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 32 160
2 2 池田 剛 イケダ ツヨシ * 個人 東京都 30 163
3 3 近藤 光 コンドウ ヒカル * 個人 神奈川県 20 163
4 4 志智 健太郎 シチ ケンタロウ * ESQUATIR 神奈川県 34 163
5 5 森田 輝一 モリタ キイチ * ゴールドジム柏千葉 千葉県 20 163
6 6 井上 太一 イノウエ タイチ * 個人 神奈川県 22 165
7 7 羽成 玄汰 ハナリ ゲンタ ゴールドジム厚木神奈川 神奈川県 19 165
8 8 關 光太郎 セキ コウタロウ * 個人 神奈川県 23 168
9 9 手島 祐 テシマ ユウ * エニタイム藤沢店 神奈川県 28 168
10 10 長崎 大地 ナガサキ ダイチ * ゴールドジム 神奈川県 20 168
11 11 藤本 幸希 フジモト コウキ * セントラル 神奈川県 20 168
12 12 松村 悠仁 マツムラ ユウト * 個人 神奈川県 25 168
13 13 佐山 一史 サヤマ カズシ * ゴールドジム銀座東京 東京都 33 169
14 14 小島 敬登 コジマ ケイト * チャンピオン平塚 神奈川県 25 170
15 15 齊藤 崇大 サイトウ タカヒロ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 25 170
16 16 福島 匡志 フクシマ マサシ * エニタイムフィットネス 神奈川県 31 170
17 17 川島 史哉 カワシマ フミヤ * 個人 栃木県 24 171
18 18 竹内 亮太 タケウチ リョウタ * 自宅 東京都 22 171
19 19 戸井崎 郁也 トイザキ フミヤ * 個人 千葉県 22 171
20 20 大野 優介 オオノ ユウスケ * 慶應義塾大学 東京都 23 172
21 21 原 慶治 ハラ ケイジ ゴールドジム溝の口神奈川 東京都 22 172
22 22 藤原 研太 フジワラ ケンタ * エニタイム 神奈川県 27 172

メンズフィジーク・ニューカマー172cm超
23 1 枝 清 エダ キヨシ ゴールドジム　溝の口神奈川 神奈川県 22 173
24 2 クエバス ロンジョビクエバス ロンジョビ * 快活クラブFIT24 平塚宮松町 神奈川県 20 173
25 3 杉渕 竜 スギブチ リョウ * マッスルジムふじみ野 埼玉県 28 173
26 4 鈴木 裕紀 スズキ ユウキ * エニタイム 神奈川県 26 173
27 5 南部 悠大 ナンブ ユウタ * ティップネス宮崎台 神奈川県 19 173
28 6 三橋 孝亮 ミツハシ コウスケ * Fit24伊勢原店 神奈川県 19 173
29 7 鈴木 裕太郎 スズキ ユウタロウ * チャンピオン平塚 神奈川県 32 174
30 8 明才地 俊吾 メイサイチ シュンゴ * 伊勢原セントラルスポーツ 神奈川県 22 174
31 9 岡田  康尚 オカダ ヤスヒサ * ゴールドジム北千住東京 東京都 29 174
32 10 川島 健史 カワシマ ケンシ * 日本体育大学 神奈川県 19 175
33 11 卜部 拓海 ウラベ タクミ * エニタイム 東京都 22 175
34 12 鈴木 貴賀 スズキ タカヨシ * 亜細亜大学 埼玉県 22 175
35 13 日向 裕介 ヒナタ ユウスケ ゴールドジム戸塚 神奈川県 31 175
36 14 吉田 涼馬 ヨシダ リョウマ * セントラルスポーツジムスタ伊勢原 東京都 22 175
37 15 木村 友洋 キムラ トモヒロ * 個人 神奈川県 21 176
38 16 古川 魁人 フルカワ カイト * ティップネス宮崎台店 神奈川県 21 176
39 17 小川 晃朗 オガワ アキラ * エニタイムフィットネス 東京都 21 177
40 18 西岡 航平 ニシオカ コウヘイ * ティップネス藤沢 神奈川県 22 177
41 19 丸山 貴弘 マルヤマ タカヒロ * 個人 神奈川県 26 177
42 20 倉本 富司 クラモト トミジ * ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県 56 178
43 21 鈴木 凛太郎 スズキ リンタロウ * 馬車道ゴールドジム 神奈川県 18 178
44 22 松木 寛太 マツキ カンタ * チャンピオン平塚 神奈川県 23 178
45 23 巴山 光樹 トモヤマ コウキ * ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 23 179
46 24 中野 裕貴 ナカノ ユウキ * 木崎トレーニングジム 東京都 33 180
47 25 橋口 一城 ハシグチ カズシロ * エニタイム 神奈川県 29 181
48 26 春田 崇博 ハルタ タカヒロ * 個人 神奈川県 36 181
49 27 大方 雄大 オオカタ ユウダイ * チャンピオン平塚 神奈川県 27 182
50 28 下 昌男 シモ マサオ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 35 185
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通番 人数 氏名 フリガナ 参加費 所属クラブ名 地域 年齢 身長
出場種目
メンズフィジーク40歳以上

51 1 佐藤 範和 サトウ ノリカズ * 赤羽トレーニングセンター 東京都 48 163
52 2 阿南 攻 アナン マモル * エニタイム フィットネス西八王子店 東京都 40 165
53 3 樋口 博彦 ヒグチ ヒロヒコ * ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 43 165
54 4 万本 秀雄 マン本　ヒデオ * ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 42 167
55 5 福島 周平 フクシマ シュウヘイ * チャンピオン平塚 神奈川県 47 170
56 6 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ * 株式会社ケーツー 神奈川県 41 171
57 7 吉田 善徳 ヨシダ ヨシノリ * 赤羽トレーニングセンター 東京都 49 171
58 8 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ * ゴールドジム南船橋 千葉県 47 173
59 9 山下 浩史 ヤマシタ コウジ * 自宅 神奈川県 45 173
60 10 杉崎 宏哉 スギサキ ヒロヤ * 個人 東京都 46 174
61 11 島貫 政義 シマヌキ マサヨシ * 個人 東京都 44 178
62 12 金光 忠実 カネミツ タダノリ * ドゥスポーツ豊洲 東京都 45 179
63 13 宮下 潤 ミヤシタ ジュン * カネキンフィットネスジム 千葉県 40 180

男子ボディビル・チャレンジクラス
64 1 川滝 統一 カワタキ ムネカツ * ゴールドジム横浜馬車道 神奈川県 46 161
65 2 長田 好人 オサダ ヨシヒト * ゴールドジムサウス東京ANNEX 神奈川県 40 163
66 3 高橋 俊平 タカハシ シュンペイ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 37 165
67 4 前川 亘 マエカワ ワタル * 湘南戸塚ゴールドジム 神奈川県 27 165
68 5 臼井 邦彦 ウスイ クニヒコ * ゴールドジムウエスト東京 東京都 65 166
69 6 中山 貴明 ナカヤマ タカアキ * マッスルジム 東京都 26 167
70 7 白田 豊 ハクタ ユタカ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 27 167
71 8 水沢 充裕 ミズサワ ミユウ * 日本体育大学　バーベルクラブ 神奈川県 19 167
72 9 蓑 洋 ミノ ヒロシ * ゴールドジム横浜上星川 神奈川県 49 168
73 10 礒垣 修平 イソガキ シュウヘイ * ゴールドジム 東京都 25 169
74 11 田中 成就 タナカ シゲツグ * ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 25 169
75 12 和田 朋也 ワダ トモヤ * FASTGYM24 埼玉県 21 169
76 13 安富祖 秀成 アフソ ヒデナリ * マッスルジムふじみ野 埼玉県 30 170
77 14 タ水尾 竜太 タミオ リョウタ * ゴールドジム　新所沢店 東京都 38 170
78 15 稲田 直己 イナダ ナオキ * ゴールドジムサウス東京アネックス 東京都 32 172
79 16 佐藤 丈彦 サトウ タケヒコ ゴールドジム 溝の口神奈川 神奈川県 40 172
80 17 設楽 亮太 シタラ リョウタ * REXX Fitness 埼玉県 34 173
81 18 嶋村 崇志 シマムラ タカシ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 37 173
82 19 桑田哲平 クワタ　テッペイ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 25 173
83 20 畠山 秀平 ハタケヤマ シュウヘイ * ゴールドジム 東京都 34 175
84 21 佐藤 良和 サトウ ヨシカズ * 成増トレーニングセンター 東京都 43 176
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通番 人数 氏名 フリガナ 参加費 所属クラブ名 地域 年齢 身長
出場種目

ビキニ・エキスパート
85 1 小川 純佳 オガワ アヤカ * YOKO'sGYM 東京都 26 155
86 2 三輪 由佳 ミワ ユカ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 41 155
87 3 阿部 典子 アベ ノリコ * 個人 東京都 45 158
88 4 平瀬 奈緒子 ヒラセ ナオコ * スポーツマインド寒川 神奈川県 39 160
89 5 深沢 万佐子 フカザワ マサコ * WR GYM 東京都 48 162
90 6 獺口 真衣 オソグチ マイ ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 21 163
91 7 山田 紗耶香 ヤマダ サヤカ * ゴールドジムサウス東京 東京都 35 164
92 8 後藤 美智子 ゴトウ ミチコ * NAS湘南台 神奈川県 39 165
93 9 三井 直美 ミツイ ナオミ * 小金井トレーニングセンター 東京都 42 165
94 10 村上 章子 ムラカミ アキコ * ゴールドジム横浜馬車道 神奈川県 51 168

ボディフィットネス
95 1 石井 さやか イシイ サヤカ * ゴールドジム八王子 東京都 40 157

96 2 新沼 隆代 ニイヌマ タカヨ * 小金井トレーニングセンター 東京都 45 158

97 3 金子 紀子 カネコ ノリコ * 横浜マリントレーニングジム 東京都 49 161
98 4 種橋 久美 タネハシ クミ * スポーツマインド寒川 神奈川県 48 168

メンズフィジーク50歳以上
99 1 大竹 正行 オオタケ マサユキ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 60 164
100 2 鷲巣 路明 ワシズ ミチアキ * 個人 東京都 52 164
101 3 黒須 健二 クロス ケンジ * 永和システムマネジメント 東京都 54 165
102 4 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ * ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県 49 167
103 5 板橋 秀明 イタバシ ヒデアキ * 個人 東京都 51 168
104 6 内田 亮 ウチダ マコト * ハッピージム 東京都 55 169
105 7 室伏 謙治 ムロフシ ケンジ * エニタイム 中央林間店 神奈川県 56 172
106 8 柴山 吾郎 シバヤマ ゴロウ * スポーツマインド寒川 神奈川県 50 173
107 9 芦 尚文 アシ ナオブミ * エニタイムフィットネス 東京都 50 174
108 10 山上 博宣 ヤマガミ ヒロノブ * ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 54 176
109 11 山口 浩司 ヤマグチ コウジ * スポーツマインド寒川 神奈川県 57 176
110 12 安川 健人 ヤスカワ ケント * MF CLUB24 神奈川県 60 177
111 13 宮下 愛彦 ミヤシタ ヨシヒコ * 横浜マリントレーニングジム 東京都 59 178
112 14 横山 誠 ヨコヤマ マコト * ゴールドジム　浜松町 東京都 54 178
113 15 植村 明 ウエムラ アキラ * ゴールドジム 東京都 52 180
114 16 三和 達平 ミワ タツヘイ * ゴールドジムウエスト東京 東京都 56 180
115 17 石村 重雄 イシムラ シゲオ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 50 181
116 18 笹川 勝司 ササガワ カツジ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 51 183

第2部

3



通番 人数 氏名 フリガナ 参加費 所属クラブ名 地域 年齢 身長
出場種目
女子フィジーク・エキスパート
117 1 椿 晴美 ツバキ ハルミ * ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県 56 156
118 2 小島 範子 コジマ ノリコ * エニタイム 神奈川県 55 157
119 3 鈴木 優貴 スズキ ユウキ * ゴールドジム厚木神奈川 神奈川県 33 157

男子ボディビル・エキスパート
120 1 白間 雅彦 シラマ マサヒコ * エニタイム下石神井 東京都 55 159
121 2 坂本 信一 サカモト シンイチ :* ゴールドジム湘南神奈川 神奈川県 64 161
122 3 百瀬 晴康 モモセ ハルヤス * フィットネスセンターｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾑ横浜 東京都 25 163
123 4 藤原 大介 フジワラ ダイスケ * 中山トレーニングジム　タフネス 神奈川県 27 164
124 5 五領田 有信 ゴリョウダ アリノブ * ゴールドジム 埼玉県 45 165
125 6 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ * ゴールドジム国立 東京都 54 167
126 7 川村 宏明 カワムラ ヒロアキ * ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県 32 168
127 8 松田 裕介 マツダ ユウスケ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 46 168
128 9 持田 教利 モチダ カズノリ * ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県 25 170
129 10 富永 祐二 トミナガ ユウジ * スポーツマインド寒川 神奈川県 55 171
130 11 松下 将之 マツシタ マサユキ * スポーツマインド寒川 神奈川県 44 171
131 12 津田 樹 ツダ タツキ * エニタイムフィットネス 神奈川県 23 172
132 13 北田 真基 キタダ マサキ * 社会人連盟 神奈川県 32 173
133 14 白石 進 シライシ ススム * 赤羽トレーニングセンター 埼玉県 50 173
134 15 杉西 章 スギニシ アキラ * ゴールドジム 東京都 22 173
135 16 額賀 正幸 ヌカガ マサユキ * ゴールドジム・ウェスト 東京都 50 173
136 17 酒井 翼 サカイ ツバサ * ゴールドジム　サウス東京 神奈川県 34 174
137 18 鈴木 総司 スズキ ソウシ * ゴールドジム横須賀神奈川 神奈川県 31 178
138 19 松浦 勝彦 マツウラ マサヒコ * スポーツマインド寒川 神奈川県 52 183
139 20 岸田 勇輝 キシダ ユウキ * 横浜マリントレーニングジム 神奈川県 34 185
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