
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 梅原　悠輝 うめはら　ゆうき 24 埼玉県

2 山岸　崇弘 やまぎし　たかひろ 29 神奈川県

3 内田　君平 うちだ　くんぺい 24 埼玉県

4 横山　雄太 よこやま　ゆうた 27 千葉県

5 山本　隆也 やまもと　たかや 23 埼玉県

6 井上　健太 いのうえ　けんた 22 神奈川県

7 田辺　守志 たなべ　しゅうじ 23 東京都

8 大賀　龍也 おおが　りゅうや 23 茨城県

9 永田　聖人 ながた　まさと 26 東京都

10 山田　慎二 やまだ　しんじ 22 愛知県

11 伊藤　太一 いとう　たいち 23 神奈川県

12 清水　和宏 しみず　かずひろ 23 埼玉県

13 野々瀬　和俊 ののせ　かずとし 29 東京都

14 橋本　拓也 はしもと　たくや 23 東京都

15 小高　ジャックタケシ こたか　じゃっくたけし 22 千葉県

16 岡野　琢馬 おかの　たくま 25 神奈川県

17 熊谷　一星 くまがい　いっせい 24 東京都

18 神田　侑也 かんだ　ゆうや 26 千葉県

19 田中　惟織 たなか　いおり 21 京都府

20 風戸 　燿 かざと　ひかる 21 神奈川県

21 牧　健司 まき　けんじ 28 神奈川県

22 森　敬介 もり　けいすけ 27 神奈川県

23 安岡　聖雨 やすおか　せいあ 24 神奈川県

24 西城　基紀 さいじょう　もとき 23 三重県

25 坂田　貴大 さかた　たかひろ 26 東京都

26 中村　公彦 なかむら　きみひこ 29 神奈川県

27 能登　勇樹 のと　ゆうき 26 東京都

28 猪又　勇登 いのまた　ゆうと 29 神奈川県

29 田野倉　佑 たのくら　ゆう 28 東京都

30 北原　幸祐 きたはら　こうすけ 25 長野県

31 西田　浩士 にしだ　ひろし 24 千葉県

32 高野　大志 たかの　だいし 22 神奈川県

33 富永　治明 とみなが　はるあき 26 東京都

34 今井　洸平 いまい　こうへい 27 東京都

35 荒井　世弥 あらい　せいや 24 神奈川県

36 鈴木　飛翔 すずき　あすか 22 埼玉県

ベストボディ・ジャパン2019関東大会 選手名簿

【フレッシャーズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

37 入倉　広祐 いりくら　こうすけ 32 東京都

38 関　俊和 せき　としかず 37 東京都

39 船木　永登 ふなき　ひさのり 31 東京都

40 近藤　正将 こんどう　たかゆき 36 神奈川県

41 松井　孝彦 まつい　たかひこ 38 千葉県

42 高橋　耕陽 たかはし　こうよう 30 東京都

43 叶野　卓也 かのう　たくや 30 茨城県

44 田中　翔吾 たなか　しょうご 30 千葉県

45 小澤　孝幸 おざわ　たかゆき 31 東京都

46 岡田　大樹 おかだ　だいき 30 神奈川県

47 小川　朋泰 おがわ　ともひろ 34 東京都

48 藤村　哲雄 ふじむら　てつお 32 岩手県

49 星　昂洋 ほし　たかひろ 30 栃木県

50 小林　将大 こばやし　まさひろ 30 東京都

51 櫻井　将継 さくらい　まさつぐ 34 東京都

52 長濱　正隆 ながはま　まさたか 35 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

53 盛谷　信義 もりや　のぶよし 40 埼玉県

54 手澤　康彦 てざわ　やすひこ 47 茨城県

55 柴崎　拓実 しばさき　たくみ 40 群馬県

56 松波　和弘 まつなみ　かずひろ 48 東京都

57 関谷　稔 せきや　みのる 49 東京都

58 風見　隆広 かざみ　たかひろ 45 茨城県

59 佐藤　謙一 さとう　けんいち 44 東京都

60 常川　貴扶 つねかわ　たかお 46 東京都

61 佐藤　堅一 さとう　けんいち 47 埼玉県

62 田中　拓志 たなか　たくし 41 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

63 小野　義人 おの　よしひと 51 神奈川県

64 坂平　克成 さかひら　かつしげ 52 東京都

65 瀬川　将人 せがわ　まさと 50 富山県

66 竹村　亮 たけむら　りょう 50 神奈川県

67 根立　直也 ねだち　なおや 60 千葉県

68 半田　茂 はんだ　しげる 50 山梨県

69 大貫　一生 おおぬき　いっせい 55 神奈川県

70 中村　忠史 なかむら　ただふみ 54 東京都

71 福田　隆 ふくだ　たかし 59 新潟県

72 杉山　裕行 すぎやま　ひろゆき 60 東京都

73 浅田　洋一 あさだ　よういち 57 東京都

74 野村　茂 のむら　しげる 51 東京都

75 柏木　均之 かしわぎ　まさゆき 52 東京都

76 関　和昭 せき　かずあき 51 埼玉県

77 浅井　ハンク あさい　はんく 50 東京都

78 江平　裕昭 えひら　ひろあき 59 東京都

【ゴールドクラス】

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 岡田　尚子 おかだ　なおこ 27 東京都

2 直井　桃花 なおい　ももか 24 東京都

3 熊沢　麻由美 くまざわ　まゆみ 24 神奈川県

4 安達　美紗希 あだち　みさき 26 新潟県

5 青谷　美里 あおたに　みさと 25 東京都

6 村上　幸実 むらかみ　ゆきみ 22 東京都

7 春日　里菜 かすが　りな 25 埼玉県

8 黒谷　典加 くろたに　ふみか 28 京都府

9 岩沢　奈々 いわさわ　なな 27 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

10 下釜　千鶴 しもがま　ちづる 33 神奈川県

11 嶺石　典子 みねいし　のりこ 38 東京都

12 山口　由和 やまぐち　ゆか 34 東京都

13 須藤　法子 すとう　のりこ 37 千葉県

14 志賀　香里 しが　かおり 32 神奈川県

15 嶋田　智子 しまだ　ともこ 34 北海道

16 今井　静 いまい　しずか 34 埼玉県

17 浅沼　雪乃 あさぬま　ゆきの 32 千葉県

18 寺田　有加 てらだ　ゆか 31 埼玉県

19 福田　沙弥香 ふくだ　さやか 33 神奈川県

20 滝川　莉彩 たきがわ　りさ 31 東京都

21 白川　由依 しらかわ　ゆい 34 東京都

22 門間　香奈 もんま　かな 32 群馬県

23 里見　茜 さとみ　あかね 30 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

24 阿部　典子 あべ　のりこ 44 埼玉県

25 沖　桜子 おき　さくらこ 43 東京都

26 Lazarescu　Corina らざれすく　こりな 44 東京都

27 塚原　知美 つかはら　ともみ 44 茨城県

28 国光　さおり くにみつ　さおり 47 神奈川県

29 森田　美惠子 もりた　みえこ 45 千葉県

30 加藤　紗里 かとう　さり 44 東京都

31 増田　葉子 ますだ　よおこ 40 静岡県

32 雨宮　美喜 あめみや　みき 46 神奈川県

33 寺嶋　理紗 てらしま　りさ 42 神奈川県

34 牧寄　乃理子 まきより　のりこ 46 東京都

35 橋本　理緒 はしもと　りお 40 東京都

36 千葉　佳弥 ちば　よしみ 42 千葉県

37 今橋　由紀 いまはし　ゆき 44 神奈川県

38 郷間　恵美里 ごうま　えみり 41 東京都

39 坂口　　佐知代 さかぐち　さちよ 48 東京都

40 阿部　真代 あべ　まよ 40 神奈川県

41 坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 42 東京都

42 遠藤　優子 えんどう　ゆうこ 44 東京都

43 梅渓　寿美子 うめたに　すみこ 41 東京都

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

44 堀之内　典子 ほりのうち　のりこ 50 神奈川県

45 武井　久美子 たけい　くみこ 54 東京都

46 宮嶋　洋子 みやじま　ようこ 52 長野県

47 田村　嘉子 たむら　よしこ 52 神奈川県

48 中田　哉子 なかた　さいこ 54 北海道

49 門脇　美弥子 かどわき　みやこ 50 東京都

50 五味　由美子 ごみ　ゆみこ 50 東京都

51 杉本　利恵 すぎもと　りえ 53 東京都

52 矢部　陽子 やべ　ようこ 51 東京都

53 小林　実千代 こばやし　みちよ 61 東京都

54 荒井　広子 あらい　ひろこ 58 東京都

55 中島　由美子 なかじま　ゆみこ 52 東京都

56 宮川　美登里 みやがわ　みどり 56 長野県

57 西田　聡美 にしだ　さとみ 52 奈良県

58 加藤　真弓 かとう　まゆみ 50 千葉県

59 曽我部　千恵子 そがべ　ちえこ 50 神奈川県

60 新井　幸子 あらい　さちこ 54 東京都

【クイーンクラス】


