
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 森田　翼 もりた　つばさ 25 大阪府

2 宇田　涼 うだ　りょう 20 大阪府

3 日高　雄真 ひだか　ゆうま 28 大阪府

4 加藤　恒平 かとう　こうへい 26 大阪府

5 田中　壮太郎 たなか　そうたろう 26 大阪府

6 西尾　杏太 にしお　きょうた 26 大阪府

7 南部　敬太 なんぶ　けいた 25 和歌山県

8 宮本　理玖 みやもと　りく 19 和歌山県

9 河原　駿輔 かわはら　しゅんすけ 24 大阪府

10 竹中　大輔 たけなか　だいすけ 21 大阪府

11 菱谷　永河 ひしたに　えいが 24 大阪府

12 福田　高大 ふくだ　たかひろ 21 奈良県

13 井本　壮一郎 いもと　そういちろう 19 大阪府

14 林　和磨 はやし　かずま 25 兵庫県

15 川畑　光司 かわばた　こうじ 22 大阪府

16 橋本　伸策 はしもと　のぶつか 27 大阪府

17 青木　巧志 あおき　さとし 28 大阪府

18 宮島　朗 みやじま　あきら 28 大阪府

19 泉　夏樹 いずみ　なつき 21 大阪府

20 五味　賢多郎 ごみ　けんたろう 27 和歌山県

21 増田　将也 ますだ　しょうや 24 兵庫県

22 齋田　太郎 さいだ　たろう 22 京都府

23 内田　祐希 うちだ　ゆうき 29 大阪府

24 木村　和馬 きむら　かずま 21 和歌山県

25 小塚　泉 こづか　いずみ 23 奈良県

26 中村　康希 なかむら　こうき 22 奈良県

27 赤井　啓人 あかい　ひろと 29 大阪府

ベストボディ・ジャパン2019和歌山大会 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

28 竹中　吉和 たけなか　よしかず 39 和歌山県

29 武田　太郎 たけだ　たろう 34 和歌山県

30 西原　直樹 にしはら　なおき 36 兵庫県

31 中井　孝昌 なかい　たかまさ 31 奈良県

32 西尾　大樹 にしお　だいき 32 大阪府

33 平山　将吾 ひらやま　しょうご 30 大阪府

34 井上　俊亮 いのうえ　しゅんすけ 35 京都府

35 峰山　英高 みねやま　ひでたか 35 和歌山県

36 木村　憲正 きむら　のりまさ 36 大阪府

37 山崎　一輝 やまざき　かずき 30 和歌山県

38 田中　伸幸 たなか　のぶゆき 33 和歌山県

39 小畑　慶幸 こばた　のりゆき 32 和歌山県

40 森　祐輔 もり　ゆうすけ 30 和歌山県

41 宮川　裕介 みやがわ　ゆうすけ 34 奈良県

42 山西　巧真 やまにし　たくま 31 和歌山県

43 樋口　直敏 ひぐち　なおとし 34 大阪府

【ミドルクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

44 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

45 田中　陽一 たなか　よういち 43 大阪府

46 恵本　崇 えもと　たかし 42 大阪府

47 西村　直 にしむら　なお 46 大阪府

48 今川　将孝 いまがわ　まさたか 46 大阪府

49 松竹　雅紀 まつたけ　まさき 45 大阪府

50 岡野　洋 おかの　ひろし 46 大阪府

51 田淵　博幸 たぶち　ひろゆき 41 和歌山県

52 中谷　公一 なかたに　きみかず 48 奈良県

53 矢沢　秀和 やざわ　ひでかず 43 大阪府

54 新名　荘史 しんみょう　たかふみ 47 兵庫県

55 橋本　忠則 はしもと　ただのり 44 東京都

56 北口　敏也 きたぐち　としや 41 和歌山県

57 村川　雅徳 むらかわ　まさのり 42 兵庫県

58 稗田　正佳 ひえだ　まさよし 43 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

59 野木　茂己 のぎ　しげみ 52 大阪府

60 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 59 兵庫県

61 山田　和伸 やまだ　かずのぶ 58 愛知県

62 岡田　浩明 おかだ　ひろあき 59 和歌山県

63 石川　和男 いしかわ　かずお 55 大阪府

64 村田　トオル むらた　とおる 56 兵庫県

65 中神　毅 なかがみ　たけし 51 大阪府

66 松田　隆也 まつだ　たかや 50 大阪府

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 久保　朋加 くぼ　ともか 29 和歌山県

2 樋野本　七海 ひのもと　ななみ 24 大阪府

3 井谷　はるか いたに　はるか 27 東京都

4 栗山　絵理奈 くりやま　えりな 26 大阪府

5 西原　桃香 にしはら　ももか 25 和歌山県

6 岡本　茉梨絵 おかもと　まりえ 28 和歌山県

7 今田　美姫 いまだ　みひ 28 和歌山県

8 坂本　奈美紀 さかもと　なみき 25 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

9 峰　あゆみ みね　あゆみ 35 兵庫県

10 菊池　圭子 きくち　けいこ 34 大阪府

11 葉　真由 よう　まゆ 33 兵庫県

12 坂口　美栄 さかぐち　みえ 35 和歌山県

13 井形　絵美 いがた　えみ 36 大阪府

14 友野　京 ともの　ちか 31 愛媛県

15 中村　阿佐美 なかむら　あさみ 32 奈良県

16 釜野　智夏 かまの　ちなつ 33 奈良県

17 龍神　真未 りゅうじん　まみ 37 和歌山県

18 白水　祐香 しろみず　ゆか 37 愛知県

19 武田　千晴 たけだ　ちはる 32 和歌山県

20 渡辺　真希 わたなべ　まき 31 和歌山県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

21 加藤　実佐子 かとう　みさこ 46 奈良県

22 古田　瞳 ふるた　ひとみ 40 大阪府

23 河島　亜樹 かわしま　あき 46 兵庫県

24 岡　満貴 おか　まき 47 大阪府

25 白川　由美 しらかわ　ゆみ 44 大阪府

26 原　江里 はら　えり 45 和歌山県

27 笹原　かおり ささはら　かおり 48 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

28 實　麻紀 じつ　まき 50 大阪府

29 永島　理香 ながしま　りか 50 兵庫県

30 早川　和佐子 はやかわ　わさこ 61 大阪府

31 山中　和美 やまなか　かずみ 57 大阪府

32 勝山　京子 かつやま　きょうこ 51 大阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


