
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 崎山　竜成 さきやま　りゅうせい 21 京都府

2 斉藤　竜也 さいとう　りゅうや 22 北海道

3 和田　隼人 わだ　はやと 27 兵庫県

4 梅原　雅之 うめはら　まさゆき 27 兵庫県

5 木村　月希人 きむら　つきひ 18 愛知県

6 森井　臣哉 もりい　じんや 24 京都府

7 椿　大輝 つばき　ひろき 23 兵庫県

8 山中　勇輝 やまなか　ゆうき 28 京都府

9 井上　椋太 いのうえ　りょうた 26 京都府

10 大田和　知輝 おおたわ　ともき 24 埼玉県

11 原　大介 はら　だいすけ 24 東京都

12 鈴木　大士 すずき　たいし 24 愛知県

13 安井　駿弥 やすい　しゅんや 24 兵庫県

14 安部　慧 あべ　けい 26 京都府

15 西尾　颯汰 にしお　そうた 21 京都府

16 中村　暢彦 なかむら　のぶひこ 25 東京都

17 山本　淳史 やまもと　あつし 25 京都府

18 関　魁吏 せき　かいり 21 福井県

19 三代　啓人 みよ　ひろと 23 京都府

20 今井　朝太郎 いまい　あさたろう 24 埼玉県

21 田中　雅人 たなか　まさと 25 兵庫県

22 西村　聖人 にしむら　まさと 24 兵庫県

23 川口　樹 かわぐち　いつき 25 奈良県

24 中村　佑 なかむら　たすく 27 京都府

25 中島　大 なかしま　まさる 25 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 吉田　匡 よしだ　まさし 30 兵庫県

2 大中　洋一 おおなか　よういち 37 大阪府

3 阪田　馨介 さかた　けいすけ 38 京都府

4 上別府　美貴也 かみべっぷ　みきや 30 兵庫県

5 西尾　泰隆 にしお　やすたか 32 大阪府

6 今　康彦 こん　やすひこ 38 愛知県

7 端谷　祐人 はなや　ゆうと 30 東京都

8 松本　一輝 まつもと　かずき 33 大阪府

9 藤田　俊輔☆ ふじた　しゅんすけ 34 京都府

10 渡部　卓磨 わたなべ　たくま 31 兵庫県

11 中村　友也 なかむら　ともや 34 京都府

12 岡　高広 おか　たかひろ 32 三重県

13 櫻井　将継 さくらい　まさつぐ 35 東京都

14 笹原　智希 ささはら　ともき 33 京都府

15 堤　瞭 つつみ　りょう 30 大阪府

16 松葉　武憲 まつば　たけのり 36 奈良県

ベストボディ・ジャパン2020京都大会 選手名簿

【フレッシャーズクラス】(18歳～29歳)

【ミドルクラス】(30歳～39歳)



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 赤田　真朗 あかた　まさあき 48 兵庫県

2 鎮寺　和男 ちんじ　かずお 42 福岡県

3 山下　泰弘☆ やました　やすひろ 49 島根県

4 長岡　隆信☆ ながおか　たかのぶ 45 京都府

5 高信　尚史 たかのぶ　なおふみ 41 三重県

6 大野　隆庸 おおの　たかのぶ 47 石川県

7 堀　真康 ほり　まさやす 44 富山県

8 八木　教介 やぎ　きょうすけ 43 京都府

9 伴　明規夫 ばん　みきお 47 滋賀県

10 山口　博史 やまぐち　ひろし 44 兵庫県

11 長町　健史 ながまち　たけし 45 香川県

12 松山　元之 まつやま　もとゆき 43 兵庫県

13 国生　真喜 こくしょう　なおき 42 愛知県

14 松田　賢明 まつだ　かつあき 48 愛知県

15 根間　崇司 こんま　たかし 46 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 木下　智博 きのした　ともひろ 50 神奈川県

2 片岡　定一 かたおか　さだいち 58 東京都

3 高橋　武司 たかはし　たけし 51 兵庫県

4 成瀬　豪也 なるせ　たけや 57 京都府

5 富家　隆樹☆ ふけ　たかき 53 埼玉県

6 穂積　隆充 ほづみ　たかみつ 53 愛知県

7 工藤　孝 くどう　たかし 55 愛知県

8 川津　光昭 かわつ　みつあき 52 京都府

9 布施　義高 ふせ　よしたか 55 三重県

10 服部　一男 はっとり　かずお 53 愛知県

11 尾嶋　聖二 おじま　せいじ 50 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 山田　隆壽 やまだ　たかひさ 63 愛知県

2 田脇　新一郎☆ たわき　しんいちろう 63 大阪府

3 寺川　雅佳 てらかわ　まさよし 60 兵庫県

4 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 60 兵庫県

5 嶋田　徳泰 しまだ　のりやす 64 奈良県

【ゴールドクラス】(50歳～59歳)

【マスターズクラス】(40歳～49歳)

【レジェンドクラス】(60歳～年齢無制限)



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 福永　愛美 ふくなが　めぐみ 28 大阪府

2 黒谷　典加 くろたに　ふみか 29 京都府

3 向　リカ むかい　りか 23 兵庫県

4 葉山　愛理 はやま　あいり 29 大阪府

5 吉川　左知子 きっかわ　さちこ 27 東京都

6 西舘　光里 にしだて　ひかり 28 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 松本　友香 まつもと　ゆか 37 東京都

2 橋本　優子 はしもと　ゆうこ 39 愛知県

3 中居　みのり なかい　みのり 36 愛知県

4 須藤　真琴 すどう　まこと 38 東京都

5 木谷　真弥 きたに　まみ 30 京都府

6 岡本　希美 おかもと　のぞみ 33 愛知県

7 小寺　裕果☆ こでら　ゆうか 36 大阪府

8 清家　絵里奈☆ せいけ　えりな 34 東京都

9 松本　彩 まつもと　あや 32 大阪府

10 徐　恵真 そ　へじん 37 東京都

11 神藤　叶子 しんどう　かなこ 30 埼玉県

12 小谷口　麻子 こだにぐち　あさこ 33 千葉県

13 伊藤　友香 いとう　ゆか 30 東京都

14 各務　有紀 かかむ　ゆき 37 岐阜県

15 高田　智秋 たかた　ちあき 34 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 河島　亜樹 かわしま　あき 47 兵庫県

2 八幡　善姿子 やはた　よしこ 44 愛知県

3 大野　由記子 おおの　ゆきこ 48 石川県

4 増田　由華 ますだ　ゆか 40 愛知県

5 木村　香穗里 きむら　かほり 44 大阪府

6 今橋　由紀 いまはし　ゆき 45 神奈川県

7 磯江　亜紀子 いそえ　あきこ 47 兵庫県

8 荒木　美鶴 あらき　みつる 40 愛知県

【レディースクラス】(30歳～39歳)

【ウーマンズクラス】(40歳～49歳)

【ガールズクラス】(18歳～29歳)



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 中田　哉子 なかた　さいこ 54 北海道

2 矢野　由紀 やの　ゆき 58 愛媛県

3 山本　雅代☆ やまもと　まさよ 52 京都府

4 杉田　由起子 すぎた　ゆきこ 56 大阪府

5 奥田　美紀 おくだ　みき 55 大阪府

6 渡辺　真子 わたなべ　まさこ 51 京都府

7 清水　純子 しみず　じゅんこ 54 大阪府

8 山中　和美 やまなか　かずみ 58 大阪府

9 山岸　寿美子 やまぎし　すみこ 50 愛知県

10 鈴木　美和 すずき　みわ 51 富山県

11 二ノ丸　淳子 にのまる　じゅんこ 56 大阪府

12 西田　聡美 にしだ　さとみ 53 奈良県

13 白数　玲穂 しらす　たまほ 56 東京都

14 森川　眞紀 もりかわ　まき 53 大阪府

15 飯田　宏美 いいだ　ひろみ 52 愛知県

16 伊藤　ゆみ いとう　ゆみ 53 愛知県

17 岩松　美幸 いわまつ　みゆき 52 兵庫県

18 河内　千華子 こうち　ちかこ 53 愛知県

19 堀野　祐美 ほりの　ゆみ 50 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 竹田　葉子☆ たけだ　ようこ 63 大阪府

【プラチナクラス】(60歳～年齢無制限)

【クイーンクラス】(50歳～59歳)


