
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩幡 建仁 おばた けんと 29 新潟県
2 ⼾沢 ジェロームカール とざわ ジェロームカール 22 埼⽟県
3 東 陽介 あずま ようすけ 29 福島県
4 ⼤久 和輝 だいく かずき 27 東京都
5 脇坂 昌平 わきさか しょうへい 23 神奈川県
6 鈴⽊ 将太 すずき しょうた 26 岐⾩県
7 ⾦⽊ 祥隆 かなき よしたか 29 富⼭県
8 ⽳⾒ ⼀佐 あなみ かずさ 20 福岡県
9 宮⽥ ⼤ みやた ひろし 23 神奈川県
10 ⼀丸 翔巨 いちまる しょうご 28 愛知県
11 ⼩林 尚平 こばやし しょうへい 26 埼⽟県
12 ⻑⼿ ⼤和 ながて やまと 21 奈良県
13 平井 淳也 ひらい じゅんや 27 ⼭梨県
14 宗形 陸 むなかた だいち 23 福島県
15 江頭 和 えがしら やまと 26 ⼤阪府
16 前川 アキ まえかわ あき 22 熊本県
17 兼村 修平 かねむら しゅうへい 28 新潟県
18 ⼩倉 啓資 おぐら けいし 22 兵庫県
19 林 幸希 はやし こうき 20 福岡県
20 福泉 直哉 ふくいずみ なおや 22 東京都
21 鈴⽊ ⽂⼈ すずき あやと 22 三重県
22 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 27 神奈川県
23 ⽥中 佑樹 たなか ゆうき 26 東京都
24 宮澤 ⼤貴 みやざわ だいき 27 千葉県
25 近藤 洋平 こんどう ようへい 28 愛知県
26 森 光慶 もり みつよし 29 栃⽊県
27 川⽥ 知史 かわた さとし 27 滋賀県
28 佐藤 陽⼀ さとう よういち 24 宮城県
29 清野 政尭 せいの まさあき 21 宮城県
30 須藤 陸九⾺ すどう りくま 27 千葉県
31 岡本 庄⼀郎 おかもと しょういちろう 27 和歌⼭県
32 ⾼橋 晃平 たかはし こうへい 23 ⼤阪府
33 鶴⽥ 裕典 つるた ゆうすけ 27 ⼤分県
34 ⾼⾒澤 祐太 たかみざわ ゆうた 28 ⻑野県
35 町⼭ 真澄 まちやま ますみ 29 群⾺県
36 坂元 智⾏ さかもと ともゆき 29 宮崎県
37 伊藤 ⻯哉 いとう たつや 26 茨城県
38 ⾼須 悠造 たかす ゆうぞう 29 兵庫県
39 中尾 ⻯也 なかお たつや 23 ⿅児島県

ベストボディ・ジャパン2017⽇本⼤会 選⼿名簿
【フレッシャーズクラス】



40 岡元 航 おかもと わたる 21 兵庫県
41 直野 賀優 なおの よしまさ 26 茨城県
42 ⼭⼝ 翔⽮ やまぐち しょうや 25 ⼤阪府
43 丸⼭ 卓也 まるやま たくや 25 東京都
44 寺⼭ 諒 てらやま りょう 22 東京都
45 ⿓⼝ 貴幸 たつぐち たかゆき 24 ⻑野県
46 森下 剛 もりした つよし 26 愛知県
47 ⽯塚 光 いしづか ひかる 22 東京都
48 ⾼橋 祐⼈ たかはし ゆうと 27 東京都
49 吉川 健太 よしかわ けんた 21 兵庫県
50 前原 貴⼤ まえはら たかひろ 28 東京都
51 村⼭ 拓真 むらやま たくま 29 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 笠原 守 かさはら まもる 32 群⾺県
2 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
3 仙藤 千博 せんどう ちひろ 33 滋賀県
4 ⿅島 賢 かしま けん 31 神奈川県
5 ⽮⽥部 佳典 やたべ よしのり 38 愛知県
6 佐伯 貴⾂ さえき たかおみ 32 ⼭⼝県
7 塚原 孝 つかはら たかし 39 新潟県
8 鈴⽊ 昌也 すずき まさや 39 愛知県
9 安達 翔太 あだち しょうた 35 栃⽊県
10 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 32 滋賀県
11 相庭 佑樹 あいば ゆうき 32 埼⽟県
12 ⻄村 武⼠ にしむら たけし 31 東京都
13 額賀 康次 ぬかが こうじ 35 茨城県
14 川中 佑介 かわなか ゆうすけ 30 三重県
15 上⽥ 貴之 うえだ たかし 37 兵庫県
16 ⻄林 章光 にしばやし あきみつ 35 ⼤阪府
17 栗原 直也 くりはら なおや 35 兵庫県
18 ⽥中 佑亮 たなか ゆうすけ 31 東京都
19 川畑 恭平 かわばた きょうへい 32 福井県
20 柴崎 拓実 しばさき たくみ 38 群⾺県
21 渡邊 裕貴 わたなべ ゆうき 30 愛知県
22 今野 智志 こんの さとし 39 宮城県
23 多⽥野 昭 ただの あきら 34 東京都
24 鶴巻 孝浩 つるまき たかひろ 32 愛知県
25 岩⽥ 知紘 いわた ともひろ 35 和歌⼭県
26 中島 秀隆 なかしま ひでたか 35 福岡県
27 ⼩鷹 紘徳 こだか ひろのり 37 福岡県
28 森 ⽞希 もり げんき 30 広島県

【ミドルクラス】



29 ⼭⼝ 智也 やまぐち ともなり 32 熊本県
30 ⾕⼝ 優太 たにぐち ゆうた 31 北海道
31 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 30 栃⽊県
32 中嶌 隼太 なかじま しゅんた 30 千葉県
33 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 32 ⼤阪府
34 近藤 武寿 こんどう たけひさ 31 静岡県
35 粟津 康博 あわづ やすひろ 36 神奈川県
36 ⾚沢 和哉 あかざわ かずや 30 岡⼭県
37 ⽯川 雄⼤ いしかわ たけひろ 35 静岡県
38 村⽥ 光⼀ むらた こういち 34 東京都
39 清⽔ ⼤輔 しみず だいすけ 32 千葉県
40 武本 直也 たけもと なおや 31 福岡県
41 ⼤宮 裕⼀ おおみや ゆういち 39 愛知県
42 上野 恵史 うえの よしふみ 30 兵庫県
43 塚本 博樹 つかもと ひろき 30 茨城県
44 ⽔⾕ 浩⼆ みずたに こうじ 38 東京都
45 柿窪 洋平 かきくぼ ようへい 36 広島県
46 松本 彰太 まつもと しょうた 30 京都府
47 川島 浩 かわしま ひろし 37 神奈川県
48 駒野 徹 こまの とおる 30 栃⽊県
49 上地 裕作 うえち ゆうさく 32 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 安⽥ ⼀恒 やすだ かずつね 49 愛知県
2 ⼟居 直樹 どい なおき 46 三重県
3 井上 良信 いのうえ よしのぶ 43 和歌⼭県
4 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 45 兵庫県
5 原⽥ 和也 はらだ かずや 48 福岡県
6 佐々⽊ 康⾏ ささき やすゆき 40 愛知県
7 前⽥ ⻯ まえだ りゅう 40 岡⼭県
8 ⼩澤 雄⼀ おざわ ゆういち 41 埼⽟県
9 ⾼橋 勝⼰ たかはし かつみ 47 埼⽟県
10 ⼯藤 速⽃ くどう はやと 42 福岡県
11 三宅 正⾼ みやけ まさたか 47 兵庫県
12 廣澤 賢⾂ ひろさわ けんしん 45 東京都
13 稲⽥ 明男 いなだ あきお 44 東京都
14 兼松 剛 かねまつ ごう 40 愛知県
15 神⽥ 康之 かんだ やすゆき 46 新潟県
16 前原 理喜哉 まえはら りきや 48 群⾺県
17 枦⼭ 猛 はしやま たけし 40 東京都
18 ⽵井 祐⼆ たけい ゆうじ 45 広島県
19 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 49 群⾺県

【マスターズクラス】



20 井上 博信 いのうえ ひろのぶ 40 熊本県
21 今泉 ⼀也 いまいずみ かずや 41 福岡県
22 松尾 英和 まつお ひでかず 41 ⼤阪府
23 ⼭中 伸⼀ やまなか しんいち 47 佐賀県
24 川原 豪 かわはら つよし 41 ⾹川県
25 川出 貴⼠ かわいで たかし 47 栃⽊県
26 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 43 ⼤阪府
27 ⾦⾕ 光晃 かなたに みつあき 44 ⼤阪府
28 伊勢 典弘 いせ のりひろ 40 奈良県
29 柴⽥ 正則 しばた まさのり 49 埼⽟県
30 野澤 学 のざわ まなぶ 46 北海道
31 森 慶太 もり けいた 40 兵庫県
32 佐藤 英樹 さとう ひでき 45 京都府
33 荒⽊ 慶太 あらき けいた 41 神奈川県
34 岩下 ⼠朗 いわした しろう 41 ⻑野県
35 吉⽥ 浩之 よしだ ひろゆき 44 ⼤阪府
36 葉 英禄 よう えいろく 48 兵庫県
37 横⾕ 宗則 よこたに むねのり 46 京都府
38 佐々⽊ 渉 ささき わたる 41 埼⽟県
39 ⾼ 卓⼠ こう たくさ 44 神奈川県
40 三澤 篤 みさわ あつし 49 埼⽟県
41 中村 則昭 なかむら のりあき 45 神奈川県
42 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 47 ⼤阪府
43 浜⼝ ⼤介 はまぐち だいすけ 45 ⼤阪府
44 ⼤沼 友和 おおぬま ともかず 40 東京都
45 原内 直哉 はらうち なおや 48 東京都
46 川井 勇治 かわい ゆうじ 49 茨城県
47 城 紳⼆ じょう しんじ 47 熊本県
48 五⼗嵐 ⽴彦 いがらし たてひこ 46 三重県
49 三浦 敏夫 みうら としお 40 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 酒井 憲⼆ さかい けんじ 51 東京都
2 林 圭⼀ はやし けいいち 51 東京都
3 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 50 埼⽟県
4 永⽥ 健⼀ ながた けんいち 52 ⼭梨県
5 岩崎 善之 いわさき よしゆき 52 ⼤分県
6 ⼩笠原 正慈 おがさわら しょうじ 53 岩⼿県
7 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 54 ⼭梨県
8 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
9 棚瀬 賢⼀ たなせ けんいち 53 岐⾩県
10 佐野 達哉 さの たつや 53 静岡県

【ゴールドクラス】



11 ⼩幡 将春 おばた まさはる 50 北海道
12 ⽚岡 定⼀ かたおか さだいち 55 東京都
13 北村 滋久 きたむら しげひさ 54 茨城県
14 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 57 兵庫県
15 ⾦井 ⾼志 かない たかし 54 東京都
16 平岡 裕治 ひらおか ゆうじ 53 広島県
17 ⻘⽊ 孝⼈ あおき たかひと 54 京都府
18 ⽇⾼ 美樹 ひだか よしき 52 福岡県
19 ⻑⽥ 昌秀 おさだ まさひで 64 静岡県
20 ⼭下 功 やました いさお 50 滋賀県
21 ⼤⽯ 英男 おおいし ひでお 54 千葉県
22 新保 政信 しんぼ まさのぶ 53 ⽯川県
23 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
24 ⿃⽻ 秀輝 とば ひでき 52 愛知県
25 吉⽥ 和彦 よしだ かずひこ 54 東京都
26 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 55 群⾺県
27 泉 昌弘 いずみ まさひろ 60 奈良県
28 ⻄村 啓司 にしむら けいじ 52 滋賀県
29 ⽊本 直樹 きもと なおき 54 京都府
30 ⻘⽊ 昌嗣 あおき まさじ 59 ⼤阪府
31 宮下 愛彦 みやした よしひこ 56 神奈川県
32 鈴⽊ 康史 すずき やすし 57 東京都
33 ⽥中 数⼈ たなか かずひと 53 ⻘森県
34 ⾇井 ⽂拓 ますい ふみひろ 51 福岡県
35 近藤 正之 こんどう まさゆき 52 福岡県
36 三輪 義和 みわ よしかず 51 ⼭⼝県
37 佐藤 岳司 さとう たけし 52 ⼤阪府
38 上杉 学 うえすぎ まなぶ 51 埼⽟県
39 宮崎 健治 みやざき けんじ 51 ⼤阪府
40 後藤 裕志 ごとう ひろし 50 島根県
41 藤島 輝幸 ふじしま てるゆき 52 ⼤阪府
42 三浦 傑 みうら まさる 56 東京都
43 ⽯原 サンチェス 陽⼀ いしはら サンチェス よういち 52 東京都
44 ⼤蔵 修朗 おおくら のぶお 50 福井県
45 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
46 津沢 幹彦 つざわ みきひこ 53 新潟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 井上 波留花 いのうえ はるか 28 ⼤阪府
2 柳本 絵美 やなぎもと えみ 25 東京都
3 鈴⽊ ⿇未 すずき あさみ 27 静岡県
4 松村 朱⾳ まつむら あかね 25 ⼤阪府

【ガールズクラス】



5 溝渕 ⾹織 みぞぶち かおり 25 兵庫県
6 あゆむ あゆむ 28 東京都
7 ⼭内 愛 やまうち あい 25 東京都
8 松岡 温⼦ まつおか あつこ 24 ⼤阪府
9 市瀬 早希 いちのせ さき 28 ⻑野県
10 古部 晶⼦ ふるべ しょうこ 28 埼⽟県
11 ⼭中 友理恵 やまなか ゆりえ 27 愛知県
12 鎌 瑞季 かま みずき 21 千葉県
13 ⼤⽵ 真由 おおたけ まゆ 23 東京都
14 ⼋嶌 円⾹ やしま まどか 23 奈良県
15 ⽟城 かおり たまき かおり 21 東京都
16 ⼭下 春菜 やました はるな 28 愛知県
17 児⽟ 凜来 こだま りく 21 東京都
18 ⼩野 真以⼦ おの まいこ 25 愛知県
19 ⻄瀧 理紗 にしたき りさ 25 神奈川県
20 ⻑江 彩⾹ ながえ あやか 21 徳島県
21 正岡 由⾐ まさおか ゆい 29 ⼤阪府
22 ⽥中 亜実 たなか あみ 23 ⼤阪府
23 ⾕脇 明⼦ たにわき あきこ 27 広島県
24 川上 恵⾥奈 かわかみ えりな 26 岡⼭県
25 打橋 彩奈 うちはし あやな 29 ⼤阪府
26 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 28 ⼤阪府
27 深⾒ 知世 ふかみ ともよ 24 福岡県
28 是川 茉耶 これかわ まや 26 ⻘森県
29 藤野 真奈美 ふじの まなみ 29 千葉県
30 豊嶋 若菜 とよしま わかな 29 岩⼿県
31 齋藤 沙千花 さいとう さちか 27 東京都
32 池⽥ ゆり いけだ ゆり 25 東京都
33 ⼭本 鈴 やまもと りん 26 福岡県
34 ⾼岡 陽菜 たかおか はるな 28 ⿅児島県
35 ⾼城 やよい たかぎ やよい 25 愛知県
36 サルクカロリーナ サルクカロリーナ 20 神奈川県
37 川井 光⾹ かわい みつか 28 ⼤阪府
38 佐々⽊ 悠 ささき はるか 27 東京都
39 成⼭ ことみ なりやま ことみ 27 愛知県
40 塚脇 彩加 つかわき さやか 25 ⼤阪府
41 奥村 りさ おくむら りさ 23 ⼤阪府
42 ⾥⾒ 茜 さとみ あかね 28 東京都
43 川島 智佳 かわしま ちか 26 千葉県
44 河合 シャロン かわい シャロン 24 三重県
45 國井 美沙妃 くにい みさき 25 神奈川県
46 津村 知江 つむら のりえ 26 東京都
47 宮河 マヤ みやがわ まや 27 東京都



48 森⼝ 樹 もりぐち いつき 23 ⼤阪府
49 内⽥ 美麗 うちだ みれい 25 東京都
50 川⼝ 友理恵 かわぐち ゆりえ 26 ⻑崎県
51 松尾 智佳⼦ まつお ちかこ 23 福岡県
52 臺代 美穂 だいよ みほ 26 千葉県
53 梁 泰奈 りょう やすな 24 兵庫県
54 ⼋下⽥ 菜緒 やげた なお 20 栃⽊県

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 中嶌 ゆり なかじま ゆり 30 京都府
3 ⽥中 幹⼦ たなか みきこ 30 京都府
4 桑原 由貴 くわはら ゆき 31 ⼤分県
5 ⾨⾺ 百⾥ もんま ゆり 31 静岡県
6 千本 朱美 せんぼん あけみ 37 栃⽊県
7 ⽩塚 ⿇⾐⼦ しらつか まいこ 31 愛知県
8 岩⽥ 祥枝 いわた さちえ 31 千葉県
9 庄司 幸恵 しょうじ さちえ 31 岡⼭県
10 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 38 埼⽟県
11 岩崎 紗哉⼦ いわさき さやこ 35 ⾹川県
12 ⼩野 ちひろ おの ちひろ 34 ⼭梨県
13 中村 有紀 なかむら ゆうき 32 埼⽟県
14 ⼩野塚 久美 おのづか くみ 34 神奈川県
15 ⽵本 明⼦ たけもと あきこ 37 ⿅児島県
16 松永 美帆 まつなが みほ 36 ⼤阪府
17 ⾦⽥ 優⾹ かねだ ゆうか 32 千葉県
18 ⽯⽥ 真紀 いしだ まき 34 東京都
19 ⾈⽊ 舞 ふなき まい 34 愛知県
20 REIKA レイカ 33 神奈川県
21 濱崎 千明 はまさき ちあき 33 東京都
22 武⻄ 加奈⼦ たけにし かなこ 34 和歌⼭県
23 古村 アンジェリーナ こむら アンジェリーナ 33 ⼤阪府
24 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 33 奈良県
25 ⼤原 法⼦ おおはら のりこ 35 ⼤阪府
26 稲栄 亜⽮⾹ いなえ あやか 32 福岡県
27 ⼤槻 晶⼦ おおつき あきこ 35 東京都
28 坂元 悠⿇ さかもと ゆあさ 30 宮崎県
29 申 琴美 しん ことみ 33 ⼤阪府
30 柴⽥ 有貴 しばた ゆき 30 東京都
31 甲斐 由姫 かい ゆき 31 ⼤分県
32 沢井 ⾥佳⼦ さわい りかこ 36 愛知県
33 岩崎 温⼦ いわさき あつこ 36 静岡県

【レディースクラス】



34 柳⽥ 有佳⾥ やなぎた ゆかり 33 栃⽊県
35 宮野 しず花 みやの しずか 30 神奈川県
36 緒⽅ 美紀 おがた みき 30 福岡県
37 喜瀬 沙絵 きせ さえ 31 ⾹川県
38 須藤 真琴 すどう まこと 35 東京都
39 ⾚沼 由桂 あかぬま ゆか 33 埼⽟県
40 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 35 滋賀県
41 渡辺 こずえ わたなべ こずえ 36 東京都
42 安永 真⼸ やすなが まゆみ 37 東京都
43 中井 直⼦ なかい なおこ 38 兵庫県
44 岩崎 愛 いわさき めぐみ 30 岩⼿県
45 中村 ⾹織 なかむら かおり 33 愛知県
46 篠塚 さゆり しのづか さゆり 31 愛知県
47 岩下 絢美 いわした あやみ 30 栃⽊県
48 秋⼭ 真喜恵 あきやま まきえ 37 神奈川県
49 松本 陽⼦ まつもと ようこ 33 埼⽟県
50 ⽥村 依⾥⼦ たむら えりこ 38 東京都
51 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 37 東京都
52 ⽊村 真紀 きむら まき 34 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松本 喜代美 まつもと きよみ 42 京都府
2 三宅 紀⼦ みやけ のりこ 45 岡⼭県
3 居本 梢 いもと こずえ 40 福岡県
4 ⽩⽯ 智美 しらいし ともみ 42 愛知県
5 下り藤 亜弥 さがりふじ あや 40 愛知県
6 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
7 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 42 東京都
8 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 42 京都府
9 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 45 ⼤阪府
10 瀬⼝ 暁美 せぐち あけみ 44 岐⾩県
11 愛洲 伸⼦ あいす のぶこ 44 北海道
12 武⽥ 知絵⼦ たけだ ちえこ 40 東京都
13 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 41 沖縄県
14 浅野 てるみ あさの てるみ 41 愛知県
15 鈴⽊ ⾥美 すずき さとみ 41 愛媛県
16 垣本 紗也果 かきもと さやか 40 東京都
17 川島 可奈⼦ かわしま かなこ 40 兵庫県
18 渡邊 るみ わたなべ るみ 45 千葉県
19 ⻤沢 美典 おにざわ みのり 44 千葉県
20 岩本 奈穂 いわもと なほ 41 神奈川県
21 末永 恵美 すえなが えみ 41 東京都

【ウーマンズクラス】



22 ⼭内 春⾹ やまうち はるか 42 ⼤阪府
23 宮村 真紀 みやむら まき 47 北海道
24 今林 真澄 いまはやし ますみ 41 千葉県
25 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 43 埼⽟県
26 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 46 宮崎県
27 問⽥ 英⾥ といた えり 44 岡⼭県
28 ⽥中 夏美 たなか なつみ 40 東京都
29 川原 久美⼦ かわはら くみこ 41 ⻑崎県
30 坪野⾕ 有花 つぼのや ありか 40 東京都
31 箱⽥ 和美 はこだ かずみ 41 東京都
32 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 42 兵庫県
33 ⾼野 順⼦ たかの じゅんこ 40 東京都
34 朝妻 亜希恵 あさつま あきえ 41 千葉県
35 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
36 藤澤 真理 ふじさわ まり 46 京都府
37 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県
38 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
39 ⽯井 マリーザ いしい マリーザ 42 東京都
40 榎本 理栄⼦ えのもと りえこ 43 東京都
41 ⼤⾕ 恭⼦ おおたに きょうこ 47 愛媛県
42 坂本 みず穂 さかもと みずほ 43 東京都
43 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 42 神奈川県
44 岩下 恵美 いわした えみ 40 ⼤阪府
45 今橋 由紀 いまはし ゆき 42 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
2 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 51 千葉県
3 仁ノ岡 紀代美 にのおか きよみ 53 東京都
4 岡本 いつえ おかもと いつえ 53 福岡県
5 ⽥中 典⼦ たなか のりこ 51 神奈川県
6 浦 京⼦ うら きょうこ 51 神奈川県
7 ⼤澤 美⾹ おおさわ みか 53 茨城県
8 依⽥ 佳⼦ よだ けいこ 55 ⼭梨県
9 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 53 兵庫県
10 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 51 兵庫県
11 ⾦⼦ 花央理 かねこ かおり 50 兵庫県
12 ⼟⽥ 寛⼦ つちだ ひろこ 52 新潟県
13 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県
14 近藤 美⾹ こんどう みか 52 埼⽟県
15 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 52 北海道
16 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 51 京都府

【クイーンクラス】



17 ⿊⽥ 三喜 くろだ みき 53 ⼤阪府
18 ⼩林 弘⼦ こばやし ひろこ 51 東京都
19 住⾕ 摩耶 すみや まや 52 神奈川県
20 鈴⽊ えみ⼦ すずき えみこ 53 宮城県
21 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県
22 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
23 杉原 みのり すぎはら みのり 52 ⼤阪府
24 東 和代 あずま かずよ 50 北海道
25 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 51 東京都
26 芦刈 直⼦ あしかり なおこ 50 東京都
27 渡邉 操 わたなべ みさお 51 茨城県
28 松⽥ 直美 まつだ なおみ 51 東京都
29 塚本 由美 つかもと ゆみ 53 千葉県
30 ⾕⼝ 真由美 たにぐち まゆみ 55 東京都
31 辻畑 映⺒ つじはた てるみ 50 ⼤阪府
32 森瀬 くみ⼦ もりせ くみこ 59 滋賀県
33 井 雅代 い まさよ 60 佐賀県
34 ⼩野 理絵⼦ おの りえこ 54 東京都
35 つる ひでこ つる ひでこ 51 神奈川県
36 内⼭ はるみ うちやま はるみ 59 岐⾩県
37 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 55 東京都


