
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 悠⽃ すずき ゆうと 26 北海道
2 菅原 正輝 すがわら まさき 23 北海道
3 鈴⽊ 康⼤ すずき やすひろ 25 北海道
4 岡崎 圭⼀郎 おかざき けいいちろう 28 北海道
5 ⼭崎 淳 やまさき あつし 22 北海道
6 ⼯藤 新 くどう はじめ 24 北海道
7 ⽇下 遼真 くさか りょうま 22 北海道
8 樋⼝ 亮汰 ひぐち りょうた 22 ⼭梨県
9 鶴⾕ 史⾨ つるや しもん 20 神奈川県
10 熊澤 雄也 くまざわ ゆうや 22 北海道
11 ⾼橋 勇介 たかはし ゆうすけ 21 北海道
12 ⽜⼭ 恭太 うしやま きょうた 20 北海道
13 齋藤 陽 さいとう はるか 23 愛知県
14 ⽵澤 和晃 たけざわ かずあき 22 北海道
15 ⼩暮 昌平 こぐれ しょうへい 21 北海道
16 ⻘⼭ 睦弥 あおやま むつみ 22 北海道
17 ⻑尾 渓汰 ながお けいた 23 北海道
18 寺⼭ 諒 てらやま りょう 22 東京都
19 五⼗嵐 優太 いがらし ゆうた 28 北海道
20 浅間 翔⼈ あさま しょうと 28 北海道
21 沼尻 ⼤ ぬまじり だい 23 北海道
22 三浦 健介 みうら けんすけ 22 北海道
23 北間 研 きたま けん 21 北海道
24 ⼩野 慎吾 おの しんご 25 北海道
25 ⼩崎 翔 こざき しょう 23 愛知県
26 原 正樹 はら まさき 27 北海道
27 ⻄野 真基 にしの まさき 28 北海道
28 ⽇脇 航太郎 ひわき こうたろう 19 北海道
29 ⽯井 友⼤ いしい ゆうた 22 北海道
30 三浦 隼⼑ みうら はやと 26 北海道
31 ⿑藤 功⼤ さいとう こうた 20 千葉県
32 中村 章⼈ なかむら あきひと 26 北海道
33 千徳 拓⼰ せんとく たくみ 23 東京都
34 渡邊 将⼠ わたなべ まさし 26 北海道
35 池⽥ 光彦 いけだ みつひこ 19 北海道
36 ⻫藤 塁 さいとう るい 21 北海道
37 ⼩⽟ 諒太 こだま りょうた 28 北海道
38 ⼭⼝ 琢⾺ やまぐち たくま 24 東京都
39 ⼩幡 昇永 おばた しょうえ 24 千葉県

ベストボディ・ジャパン2017札幌⼤会 選⼿名簿
【フレッシャーズクラス】



40 星 光明 ほし みつあき 22 北海道
41 三浦 脩平 みうら しゅうへい 19 北海道
42 菊⽥ ⼀輝 きくた いっき 22 東京都
43 古川 賢⼈ ふるかわ けんと 28 北海道
44 ⾸藤 ⿓太朗 しゅどう りゅうたろう 21 北海道
45 浦瀧 克志 うらたき かつし 20 北海道
46 塚原 啓介 つかはら けいすけ 25 北海道
47 村上 翔 むらかみ しょう 23 北海道
48 ⼤平 勝才 おおひら まさとし 20 北海道
49 平岡 亨誠 ひらおか あきなり 23 北海道
50 野宮 隆⽣ のみや りゅうき 20 北海道
51 猪野⽑ 雅⼈ いのけ まさと 21 北海道
52 根本 隼翔 ねもと はやと 29 北海道
53 松本 翔吾 まつもと しょうご 27 北海道
54 沼倉 和輝 ぬまくら かずき 29 北海道
55 太⽥ 将伍 おおた しょうご 28 北海道
56 塩崎 將弘 しおざき まさひろ 23 北海道
57 ⼩⽥切 智久 おだぎり ともひさ 28 北海道
58 味岡 稜太 あじおか りょうた 22 東京都
59 藤⽥ 哲也 ふじた てつや 23 北海道
60 ⽮萩 康太 やはぎ こうた 22 北海道
61 林 ⿓太 はやし りゅうた 27 東京都
62 北⼭ 朋⽣ きたやま ともき 25 北海道
63 三上 篤弥 みかみ あつや 21 北海道
64 猪⼜ 光次 いのまた みつひで 19 北海道
65 ⾓⽥ 有佑 かくた ゆうすけ 26 北海道
66 岩間 ⼤輔 いわま だいすけ 27 北海道
67 川瀬 ⽐呂史 かわせ ひろし 29 東京都
68 ⼤野 凌嗣 おおの りょうじ 23 北海道
69 遠藤 茂春 えんどう しげはる 21 東京都
70 佐藤 和哉 さとう かずや 28 北海道

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽵原 哲也 たけはら てつや 38 北海道
2 ⼩川 洋⼆ おがわ ようじ 37 北海道
3 橋本 幸雄 はしもと ゆきお 35 北海道
4 ⽊村 幸平 きむら こうへい 32 北海道
5 東⾵平 朝之 こちひら ともゆき 30 兵庫県
6 堀⽥ 亘 ほりた わたる 36 北海道
7 堀⽥ 例志 ほった れいじ 36 愛知県
8 福本 貴⼈ ふくもと たかひと 30 北海道
9 ビリュコブ オレクサンダー ビリュコブ オレクサンダー 35 新潟県

【ミドルクラス】



10 岩本 裕昭 いわもと ひろあき 38 北海道
11 吉川 卓 よしかわ たく 35 北海道
12 ⼭⼝ 浩⽣ やまぐち ひろき 30 北海道
13 櫻井 悠 さくらい ゆう 33 北海道
14 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 39 東京都
15 宮下 雄介 みやした ゆうすけ 34 北海道
16 新堂 晃央 しんどう あきお 32 北海道
17 柾切澤 謙 まさきりざわ ゆずる 30 北海道
18 早川 翼 はやかわ つばさ 39 北海道
19 ⼭⽥ 海⽃ やまだ かいと 30 北海道
20 澤⽥ 友紀 さわだ ともき 39 北海道
21 辻 慎太郎 つじ しんたろう 34 北海道
22 岸本 健太 きしもと けんた 34 北海道
23 向井 陽紀 むかい はるき 30 北海道
24 ⽯川 達郎 いしかわ たつろう 33 北海道
25 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 36 千葉県
26 佐久間 康司 さくま こうじ 30 北海道
27 細川 雄太 ほそかわ ゆうた 34 北海道
28 ⼩関 元 おぜき はじめ 38 北海道
29 ⼩⽟ 達也 こだま たつや 31 北海道
30 会⽥ 崇雄 あいた たかお 33 北海道
31 千葉 健史 ちば たかふみ 38 東京都
32 粟津 康博 あわづ やすひろ 36 神奈川県
33 芝⽊ 裕司 しばき ゆうじ 37 北海道
34 湊 雄裕 みなと ゆうすけ 30 北海道
35 ⼩前 海渡 こまえ かいと 30 東京都
36 北村 和之 きたむら かずゆき 33 神奈川県
37 ⼩原 明⼈ おはら あきひと 32 愛媛県
38 坂井 秀寿 さかい ひでとし 32 北海道
39 久⽥ 博康 ひさだ ひろやす 33 北海道
40 三浦 佑介 みうら ゆうすけ 36 秋⽥県
41 佐野 光 さの ひかる 34 北海道
42 東 知宏 あずま ともひろ 30 北海道

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 坂井 教⽴ さかい のりたか 40 北海道
2 中出 真⼈ なかで まさと 40 北海道
3 倉⾕ 耕平 くらたに こうへい 40 埼⽟県
4 新関 克明 にいぜき かつあき 45 北海道
5 川島 千明 かわしま ちあき 41 千葉県
6 野澤 学 のざわ まなぶ 46 北海道
7 安岡 ⼤志 やすおか ひろし 41 ⼤阪府

【マスターズクラス】



8 ⻄⽥ 貴胤 にしだ たかつぐ 41 ⼤阪府
9 渡邉 ⼤介 わたなべ だいすけ 41 北海道
10 柴⽥ 雅彦 しばた まさひこ 41 北海道
11 ⾕内 啓⼆ たにうち けいじ 48 北海道
12 宮⽥ 祐司 みやた ゆうじ 42 北海道
13 内⾕ 正⼈ うちたに まさと 41 北海道
14 ⽬⿊ 知孝 めぐろ ともたか 47 北海道
15 岡島 功 おかじま いさお 43 北海道
16 ⾦⾕ 光晃 かなたに みつあき 44 ⼤阪府
17 吉⽥ 剛 よしだ つよし 46 北海道
18 坂本 泰 さかもと やすし 43 北海道
19 ⻄⽥ 光児 にしだ こうじ 41 北海道
20 野中 良介 のなか りょうすけ 41 北海道
21 奥村 真司 おくむら しんじ 41 北海道
22 ⼭本 真也 やまもと しんや 49 東京都
23 ⼤⾕ 亮司 おおたに りょうじ 46 北海道
24 番重 敬貴 ばんじゅう よしたか 46 北海道
25 ⾦⼦ 朋弘 かねこ ともひろ 46 愛知県
26 宮嶋 馨 みやじま かおる 44 北海道

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 愛洲 ヒデキ あいす ひでき 51 北海道
2 ⼩幡 将春 おばた まさはる 50 北海道
3 安⽥ 義彦 やすだ よしひこ 56 北海道
4 川久保 英⼀ かわくほ ひでかず 51 東京都
5 宮崎 健治 みやざき けんじ 51 ⼤阪府
6 ⼭⼝ 正則 やまぐち まさのり 58 北海道
7 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
8 千葉 孝司 ちば こうじ 69 北海道
9 ⽵内 信雄 たけうち のぶお 54 北海道
10 宮村 敏洋 みやむら としひろ 55 北海道
11 江平 裕昭 えひら ひろあき 57 東京都
12 久保 広志 くぼ ひろし 51 北海道
13 ⽩井 茂彦 しらい しげひこ 55 北海道
14 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 53 東京都
15 柴崎 光雄 しばさき みつお 52 北海道
16 鳴海 智志 なるみ さとし 50 北海道
17 吉⽥ 匡輝 よしだ まさき 51 北海道
18 ⼩野 正道 おの まさみち 52 北海道
19 ⼩林 正志 こばやし まさし 51 北海道
20 岡城 寛 おかしろ ひろし 52 千葉県
21 梶 佳正 かじ よしまさ 50 ⼤阪府

【ゴールドクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 荒⽊ 友⾹理 あらき ゆかり 23 愛知県
2 柿本 眸 かきもと ひとみ 29 北海道
3 藤村 ⾥穂 ふじむら りほ 25 北海道
4 杉本 敦⼦ すぎもと あつこ 25 東京都
5 ⿊政 美⾥ くろまさ みさと 27 北海道
6 ⼤⽯ 愛 おおいし あい 29 京都府
7 佐藤 亜美 さとう あみ 29 北海道
8 ⾕平 遥 たにひら はるか 21 北海道
9 岡⽥ 莉奈 おかだ りな 23 北海道
10 笹⾕ 真菜実 ささや まなみ 27 千葉県
11 中⼭ 知佳穂 なかやま ちかほ 27 埼⽟県
12 ⾼桑 彩 たかくわ あや 24 東京都
13 堀内 悠⾥ ほりうち ゆり 28 東京都
14 池⽥ ゆり いけだ ゆり 25 東京都
15 ⾥⾒ 茜 さとみ あかね 28 東京都
16 福⽥ 佳奈 ふくだ かな 22 福島県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽵林 早苗 たけばやし さなえ 31 東京都
2 森 幸恵 もり ゆきえ 39 北海道
3 ⾦澤 ⾹織 かなざわ かおり 36 北海道
4 ⼤内 琴世 おおうち ことよ 33 東京都
5 村上 陽⼦ むらかみ ようこ 35 北海道
6 ⽯⼭ 有美 いしやま あみ 30 北海道
7 ⾨⾺ 佳純 もんま かすみ 31 北海道
8 ⼭⽥ 紗⽮⾹ やまだ さやか 37 東京都
9 ⼟佐 沙弥 とさ さや 30 北海道
10 北 はるみ きた はるみ 31 東京都
11 松橋 沙江⼦ まつはし さえこ 37 北海道
12 清⽔ 恵 しみず めぐみ 33 北海道
13 須藤 真琴 すどう まこと 35 東京都
14 岩崎 愛 いわさき めぐみ 30 岩⼿県
15 ⼭崎 真緒 やまさき まお 30 東京都
16 ⼋巻 亜梨⾹ やまき えりか 31 北海道

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 安藤 麗美 あんどう かずみ 41 北海道

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ウーマンズクラス】



2 松尾 育恵 まつお なるえ 42 北海道
3 澤井 由希⼦ さわい ゆきこ 47 北海道
4 太⽥ みどり おおた みどり 47 東京都
5 畠 信⼦ はた のぶこ 44 北海道
6 宮村 真紀 みやむら まき 47 北海道
7 朝妻 亜希恵 あさつま あきえ 41 千葉県
8 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
9 ⼩幡 和枝 おばた かずえ 43 北海道
10 岩松 美幸 いわまつ みゆき 49 兵庫県
11 ⼤⾕ 恭⼦ おおたに きょうこ 47 愛媛県
12 今橋 由紀 いまはし ゆき 42 神奈川県
13 森 由希⼦ もり ゆきこ 47 千葉県
14 上枝 亜⽮ うええだ あや 45 北海道
15 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 44 茨城県
16 ⻄澤 直⼦ にしざわ なおこ 44 北海道
17 宮尾 薫 みやお かおる 41 東京都
18 坂本 みず穂 さかもと みずほ 43 東京都
19 浅野 ⿇美 あさの まみ 41 北海道
20 佐藤 由美 さとう ゆみ 41 北海道
21 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
2 伊藤 和重 いとう かずえ 58 埼⽟県
3 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 52 北海道
4 ⽇下 薫 くさか かおる 57 北海道
5 東 和代 あずま かずよ 50 北海道
6 鈴⽊ えみ⼦ すずき えみこ 53 宮城県
7 滝 美紀 たき みき 50 北海道
8 川上 納奈⼦ かわかみ ななこ 50 北海道
9 川⼝ 裕美⼦ かわぐち ゆみこ 54 北海道
10 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府

【クイーンクラス】


