
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 磯貝　洋志 いそがい　ひろし 28 兵庫県

2 溝口　昌弘 みぞぐち　あきひろ 26 兵庫県

3 中川　晃雄 なかがわ　あきお 27 大阪府

4 根来　秀昌 ねごろ　ひであき 23 岡山県

5 高矢　寿 たかや　ひさし 29 兵庫県

6 安藤　脩人 あんどう　しゅうと 24 大阪府

7 坂井　海斗 さかい　かいと 21 大阪府

8 澤田　祐磨 さわだ　ゆうま 23 大阪府

9 益岡　隆宏 ますおか　たかひろ 28 大阪府

10 小石　陽亮 こいし　ようすけ 28 奈良県

11 大西　克一 おおにし　かついち 21 京都府

12 岸本　俊貴 きしもと　としき 25 奈良県

13 高橋　勇気 たかはし　ゆうき 23 奈良県

14 木原　諒 きはら　りょう 26 大阪府

15 高田　遥香 たかだ　はるか 23 千葉県

16 山下　輝之 やました　てるゆき 21 奈良県

17 入川　拓也 いりかわ　たくや 21 大阪府

18 横地　大成 よこぢ　たいせい 20 奈良県

19 福田　高大 ふくだ　たかひろ 21 奈良県

20 武田　惇希 たけだ　としき 24 奈良県

21 木山　恵太 きやま　けいた 26 大阪府

22 小林　正弥 こばやし　まさや 22 奈良県

23 笹井　健太 ささい　けんた 24 大阪府

24 石井　樹 いしい　たつき 25 千葉県

25 亀井　健太 かめい　けんた 28 愛知県

ベストボディ・ジャパン2019奈良大会　選手名簿

【フレッシャーズクラス】



26 芝崎　大樹 しばさき　たいじゅ 24 奈良県

27 高野　泰俊 たかの　やすとし 25 大阪府

28 森川　大地 もりかわ　だいち 23 奈良県

29 石田　翼 いしだ　つばさ 21 三重県

30 尻懸　保 しっかけ　まもる 29 奈良県

31 山口　勝人 やまぐち　かつひと 24 大阪府

32 西脇　竜平 にしわき　りゅうへい 26 大阪府

33 大西　涼太 おおにし　りょうた 26 兵庫県

34 森山　政文 もりやま　まさふみ 26 大阪府

35 井上　涼太 いのうえ　りょうた 22 京都府

36 清水　郁哉 しみず　ふみや 22 大阪府

37 仲谷　拓人 なかたに　たくと 28 愛知県

38 石橋　諒大 いしばし　りょうた 24 大阪府

39 久野　賢斗 ひさの　けんと 24 愛知県

40 北岡　航希 きたおか　こうき 21 広島県

41 秋山　貴史 あきやま　たかふみ 26 奈良県

42 岡野　将伍 おかの　しょうご 21 大阪府

43 新開　翔 しんかい　しょう 28 大阪府

44 寺前　和樹　 てらまえ　かずき 25 大阪府

45 松谷　清祐 まつたに　せいすけ 27 大阪府

46 増田　将也 ますだ　しょうや 24 兵庫県

47 岸　航平 きし　こうへい 22 大阪府

48 中谷　伸一郎 なかや　しんいちろう 27 岐阜県

49 前原　駿 まえばら　すぐる 27 兵庫県

50 深沼　開 ふかぬま　かい 26 大阪府

51 池田　昂希 いけだ　こうき 26 香川県

52 柏木　祥志 かしわぎ　しょうじ 26 奈良県



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

53 中道　浩二 なかみち　こうじ 37 三重県

54 金光　一輝 かねみつ　かずき 32 大阪府

55 中井　孝昌 なかい　たかまさ 31 奈良県

56 比澤　紘徳 ひざわ　ひろのり 33 三重県

57 金岡　亮介 かなおか　りょうすけ 31 大阪府

58 平田　利文 ひらた　としふみ 31 愛知県

59 中井　健司 なかい　けんじ 38 滋賀県

60 大折　洋明 おおおり　ひろあき 31 三重県

61 古久保　龍太郎 ふるくぼ　りゅうたろう 30 三重県

62 吉住　裕 よしずみ　ゆう 31 三重県

63 羽立　直輝 はだち　なおき 30 兵庫県

64 吉村　信介 よしむら　しんすけ 35 京都府

65 森　祐輔 もり　ゆうすけ 30 和歌山県

66 渡部　卓磨 わたなべ　たくま 30 兵庫県

67 島岡　祐生　 しまおか　ゆうき 34 奈良県

68 駒澤　悟 こまざわ　さとる 35 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

69 黒木　幸正 くろき　ゆきまさ 49 大阪府

70 木下　雅貴 きのした　まさき 43 京都府

71 松井　栄二 まつい　えいじ 41 奈良県

72 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

73 西村　直 にしむら　なお 46 大阪府

74 伊勢　典弘 いせ　のりひろ 42 奈良県

75 松竹　雅紀 まつたけ　まさき 45 大阪府

76 福田　了也 ふくだ　あきや 47 奈良県

77 田淵　博幸 たぶち　ひろゆき 41 和歌山県

78 松宮　臣男 まつみや　とみお 42 大阪府

79 中谷　公一 なかたに　きみかず 48 奈良県

80 八木　教介 やぎ　きょうすけ 42 京都府

81 北口　敏也 きたぐち　としや 41 和歌山県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

82 村上　智 むらかみ　さとし 50 奈良県

83 松下　真規 まつした　まさのり 50 大阪府

84 伊東　慎一 いとう　しんいち 53 兵庫県

85 酒井　勇二 さかい　ゆうじ 55 奈良県

【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 樋野本　七海 ひのもと　ななみ 24 大阪府

2 蕨　由香 わらび　ゆか 29 北海道

3 高木　あずさ たかぎ　あずさ 29 大阪府

4 城戸　美和 きど　みわ 27 大阪府

5 井上　紗綾 いのうえ　さあや 24 大阪府

6 城戸　麻里 きど　まり 29 大阪府

7 西浦　知晶 にしうら　ちあき 25 奈良県

8 江間　麻美 えま　あさみ 28 愛知県

9 竹中　幸 たけなか　みゆき 29 大阪府

10 北川　絵理 きたがわ　えり 26 宮崎県

11 川田　佳代子 かわた　かよこ 24 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

12 中村　阿佐美 なかむら　あさみ 32 奈良県

13 濱田　唯 はまだ　ゆい 36 兵庫県

14 高橋　加代 たかはし　かよ 38 大阪府

15 森田　美鈴 もりた　みすず 36 奈良県

16 笹岡　雅子 ささおか　まさこ 34 奈良県

17 西村　由夏 にしむら　ゆか 33 大阪府

18 角原　奈美 つのはら　なみ 34 大阪府

19 中本　奈緒　 なかもと　なお 32 大阪府

20 山林　奈央 やまばやし　なお 30 大阪府

21 末方　佳奈 すえかた　かな 36 大阪府

【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

22 岩下　恵美 いわした　えみ 42 大阪府

23 長野　典子 ながの　のりこ 46 奈良県

24 西本　真由美 にしもと　まゆみ 43 奈良県

25 前川　憲子 まえがわ　のりこ 46 京都府

26 早川　桃子 はやかわ　ももこ 45 大阪府

27 中川　栄　 なかがわ　えい 41 和歌山県

28 稲家　都 いなや　みやこ 45 大阪府

29 佐藤　亜樹 さとう　あき 42 大阪府

30 小田　晶子 おだ　あきこ 46 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

31 二ノ丸　淳子 にのまる　じゅんこ 55 大阪府

32 奥田　美紀 おくだ　みき 55 大阪府

33 杉田　由起子 すぎた　ゆきこ 55 大阪府

34 岡本　美奈子 おかもと　みなこ 58 大阪府

35 遠藤　万美 えんどう　まみ 51 兵庫県

36 磯田　三和 いそだ　みわ 55 東京都

37 清水　純子 しみず　じゅんこ 53 大阪府

38 早川　和佐子 はやかわ　わさこ 61 大阪府

39 熊谷　彰子 くまがい　あきこ 51 大阪府

40 西田　聡美 にしだ　さとみ 52 奈良県

41 白数　玲穂 しらす　たまほ 55 東京都

42 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】


