
＜ビキニフィットネス年齢別　23歳以下級＞ 1名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

1 塩　毛　里　菜 ｼｵｹ ﾘﾅ 島根 23才 152cm 40kg 個人登録

＜ビキニフィットネス年齢別　35歳以上～40歳未満＞ 6名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

2 太　田　紀　子 ｵｵﾀ ﾉﾘｺ 兵庫 39才 154cm 45kg MAX GYM 

3 徳　村　亜　希 ﾄｸﾑﾗ ｱｷ 沖縄 36才 162cm 49kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

4 後　呂　里　絵 ｳｼﾛ ﾘｴ 兵庫 36才 164cm 50kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

5 金　城　津奈子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾅｺ 東京 37才 166cm 50kg FULL-BLOWN

6 河　村　幸　子 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷｺ 大阪 35才 168cm 52kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

7 本　田　有　華 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｶ 福岡 35才 169cm 54kg ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

＜ビキニフィットネス年齢別　40歳以上～45歳未満＞ 6名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

8 木　下　太喜子 ｷﾉｼﾀ ﾀｷｺ 大阪 43才 148cm 44kg 個人登録

9 小　竿　愛　子 ｺｻｵ ｱｲｺ 福岡 40才 155cm 46kg 個人登録

10 松　浦　華菜子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｺ 神奈川 42才 158cm 48kg 個人登録

11 山　崎　裕　子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｺ 兵庫 42才 159cm 48kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑBIG BACK

12 吉　田　有　加 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 兵庫 40才 159cm 50kg MAX GYM 

13 町　田　加奈子 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾅｺ 東京 44才 160cm 48kg 個人登録

＜ビキニフィットネス年齢別　45歳以上160cm以下級＞ 9名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

14 松　本　かおり ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 兵庫 48才 149cm 45kg 個人登録

15 押　田　一　美 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 愛媛 46才 153cm 44kg ｱﾒﾘｶﾝﾍﾙｽﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

16 漆　原　香　奈 ｳﾙｼﾊﾗ ｶﾅ 大阪 52才 153cm 42kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

17 上　田　敏　子 ｳｴﾀﾞ ﾄｼｺ 奈良 54才 157cm 48kg 個人登録

18 木　村　真由子 ｷﾑﾗ ﾏﾕｺ 滋賀 49才 157cm 46kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ栗東滋賀

19 山　崎　美　香 ﾔﾏｻｷ ﾐｶ 愛媛 47才 158cm 48kg STRENGTH GYM

20 吉　嗣　奈津希 ﾖｼﾂｸﾞ ﾅﾂｷ 福岡 46才 159cm 49kg 個人登録

21 米　田　知　子 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｺ 兵庫 53才 159cm 48kg 個人登録

22 木　保　里　美 ｷﾔｽ ｻﾄﾐ 大阪 57才 160cm 47kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

＜ビキニフィットネス年齢別　45歳以上160cm超級＞ 9名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

23 宮　元　淳　子 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫 46才 161cm 52kg 個人登録

24 福　留　裕　子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｳｺ 兵庫 49才 161cm 47kg MAX GYM

25 鯉　淵　佐知子 ｺｲﾌﾞﾁ ｻﾁｺ 兵庫 51才 162cm 47kg MAX GYM

26 伊　東　裕　子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 兵庫 45才 164cm 54kg 個人登録

27 岩　本　千　代 ｲﾜﾓﾄ ﾁﾖ 東京 54才 165cm 52kg 個人登録

28 大　西　智亜紀 ｵｵﾆｼ ﾁｱｷ 大阪 52才 168cm 54kg 個人登録

29 矢　作　陽　子 ﾔﾊｷﾞ ﾖｳｺ 京都 50才 168cm 54kg 個人登録

30 高　杉　真樹子 ﾀｶｽｷﾞ ﾏｷｺ 神奈川 46才 168cm 54kg 個人登録

31 村　藤　明　子 ﾑﾗﾄｳ ｱｷｺ 富山 45才 170cm 54kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場

Muscle & Beauty Fitness Games in Himeji 2022 出場選手名簿
≪2022年7月16日開催：アクリエひめじ≫



Muscle & Beauty Fitness Games in Himeji 2022 出場選手名簿
≪2022年7月16日開催：アクリエひめじ≫

＜フィットモデル年齢別　40歳以上～50歳未満＞ 2名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

32 薮　下　樹　里 ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾞｭﾘ 岡山 40才 158cm 47kg 個人登録

33 宮　前　亜寿香 ﾐﾔﾏｴ ｱｽｶ 広島 47才 164cm 53kg 個人登録

＜フィットモデル年齢別　50歳以上＞ 7名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

34 外　畑　多佳子 ｿﾄﾊﾀ ﾀｶｺ 和歌山 52才 153cm 40kg 筋ﾄﾚ道場ﾌﾘｰﾀﾞﾑ

35 衣　笠　有　香 ｷﾇｶﾞｻ ﾕｶ 兵庫 55才 158cm 48kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

36 芝　本　宏　美 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 兵庫 62才 159cm 54kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

37 長　沼　恵美子 ﾅｶﾞﾇﾏ ｴﾐｺ 東京 52才 160cm 47kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

38 小　山　千　春 ｺﾔﾏ ﾁﾊﾙ 神奈川 50才 162cm 46kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

39 鹿　養　　　香 ｶﾖｳ ｶｵﾘ 神奈川 53才 162cm 47kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

40 北　山　由紀子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ 大阪 51才 164cm 48kg 個人登録



Muscle & Beauty Fitness Games in Himeji 2022 出場選手名簿
≪2022年7月16日開催：アクリエひめじ≫

＜ビキニフィットネス身長別　158cm以下級＞ 17名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

41 木　下　太喜子 ｷﾉｼﾀ ﾀｷｺ 大阪 43才 148cm 44kg 個人登録

42 石　川　真　由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 愛媛 32才 148cm 41kg STRENGTH GYM

43 橋　本　舞　美 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 兵庫 32才 151cm 47kg 個人登録

44 国　田　海　月 ｸﾆﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 大阪 23才 151cm 42kg 個人登録

45 塩　毛　里　菜 ｼｵｹ ﾘﾅ 島根 23才 152cm 40kg 個人登録

46 押　田　一　美 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 愛媛 46才 153cm 44kg ｱﾒﾘｶﾝﾍﾙｽﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会

47 太　田　紀　子 ｵｵﾀ ﾉﾘｺ 兵庫 39才 154cm 45kg MAX GYM 

48 伊志嶺　　　唯 ｲｼﾐﾈ ﾕｲ 沖縄 25才 154cm 44kg 個人登録

49 小　竿　愛　子 ｺｻｵ ｱｲｺ 福岡 40才 155cm 46kg 個人登録

50 鈴　木　るり子 ｽｽﾞｷ ﾙﾘｺ 愛媛 29才 155cm 45kg 個人登録

51 上　田　敏　子 ｳｴﾀ ﾄｼｺ 奈良 54才 157cm 48kg 個人登録

52 木　村　真由子 ｷﾑﾗ ﾏﾕｺ 滋賀 49才 157cm 46kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ栗東滋賀

53 中　坊　　　愛 ﾅｶﾎﾞｳ ｱｲ 大阪 27才 157cm 49kg 個人登録

54 山　崎　美　香 ﾔﾏｻｷ ﾐｶ 愛媛 47才 158cm 48kg STRENGTH GYM

55 尾　関　由　香 ｵｾﾞｷ ﾕｳｶ 兵庫 27才 158cm 49kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

56 松　浦　華菜子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｺ 神奈川 42才 158cm 48kg 個人登録

57 森　本　香　織 ﾓﾘﾓﾄ ｶｵﾘ 徳島県 33才 158cm 51kg 個人登録

＜ビキニフィットネス身長別　163cm以下級＞ 12名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

58 木　村　友　紀 ｷﾑﾗ ﾕｷ 兵庫 34才 158cm 45kg 個人登録

59 山　崎　裕　子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｺ 兵庫 42才 159cm 48kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑBIG BACK

60 吉　田　有　加 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 兵庫 40才 159cm 50kg MAX GYM

61 吉　嗣　奈津希 ﾖｼﾂｸﾞ ﾅﾂｷ 福岡 46才 159cm 49kg 個人登録

62 鈴　木　　　瞳 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 愛知 28才 160cm 53kg 個人登録

63 城　戸　麻　里 ｷﾄﾞ ﾏﾘ 大阪 33才 160cm 46kg 個人登録

64 宮　元　淳　子 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫 46才 161cm 52kg 個人登録

65 福　留　裕　子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｳｺ 兵庫 49才 161cm 47kg MAX GYM

66 釜　浦　　　萌 ｶﾏｳﾗ ﾓｴ 兵庫 29才 161cm 52kg MAX GYM

67 徳　村　亜　希 ﾄｸﾑﾗ ｱｷ 沖縄 36才 162cm 49kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

68 鯉　淵　佐知子 ｺｲﾌﾞﾁ ｻﾁｺ 兵庫 51才 162cm 47kg MAX GYM

69 森　定　　　茜 ﾓﾘｻﾀﾞ ｱｶﾈ 大阪 28才 162cm 49kg 個人登録

＜ビキニフィットネス身長別　163cm超級＞ 8名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

70 杉　田　絢　香 ｽｷﾞﾀ ｱﾔｶ 大阪 27才 163cm 52kg 個人登録

71 岩　本　千　代 ｲﾜﾓﾄ ﾁﾖ 東京 54才 165cm 52kg 個人登録

72 廣　中　れ　な ﾋﾛﾅｶ ﾚﾅ 兵庫 32才 166cm 51kg MAX GYM

73 大　西　智亜紀 ｵｵﾆｼ ﾁｱｷ 大阪 52才 168cm 54kg 個人登録

74 河　村　幸　子 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷｺ 大阪 35才 168cm 52kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

75 矢　作　陽　子 ﾔﾊｷﾞ ﾖｳｺ 京都 50才 168cm 54kg 個人登録

76 森　村　政　子 ﾓﾘﾑﾗ ﾏｻｺ 京都 28才 168cm 54kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ D'gra

77 村　藤　明　子 ﾑﾗﾄｳ ｱｷｺ 富山 45才 170cm 54kg 富山ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ同好会吉田道場



Muscle & Beauty Fitness Games in Himeji 2022 出場選手名簿
≪2022年7月16日開催：アクリエひめじ≫

＜フィットモデル身長別　158cm以下級＞ 3名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

78 外　畑　多佳子 ｿﾄﾊﾀ ﾀｶｺ 和歌山 52才 153cm 40kg 筋ﾄﾚ道場ﾌﾘｰﾀﾞﾑ

79 薮　下　樹　里 ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾞｭﾘ 岡山 40才 158cm 47kg 個人登録

80 衣　笠　有　香 ｷﾇｶﾞｻ ﾕｶ 兵庫 55才 158cm 48kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

＜フィットモデル身長別　163cm以下級＞ 6名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

81 芝　本　宏　美 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 兵庫 62才 159cm 54kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

82 長　沼　恵美子 ﾅｶﾞﾇﾏ ｴﾐｺ 東京 52才 160cm 47kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京

83 木　保　里　美 ｷﾔｽ ｻﾄﾐ 大阪 57才 160cm 47kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

84 小　山　千　春 ｺﾔﾏ ﾁﾊﾙ 神奈川 50才 162cm 46kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

85 鹿　養　　　香 ｶﾖｳ ｶｵﾘ 神奈川 53才 162cm 47kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ横浜馬車道

86 生　川　奈　央 ﾅﾙｶﾜ ﾅｵ 愛媛 39才 162cm 48kg 個人登録

＜フィットモデル身長別　163cm超級＞ 7名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

87 後　呂　里　絵 ｳｼﾛ ﾘｴ 兵庫 36才 164cm 50kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

88 宮　前　亜寿香 ﾐﾔﾏｴ ｱｽｶ 広島 47才 164cm 53kg 個人登録

89 北　山　由紀子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ 大阪 51才 164cm 48kg 個人登録

90 黒　瀬　咲　帆 ｸﾛｾ ｻｷﾎ 大阪 33才 166cm 50kg KINGGYM

91 金　城　津奈子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾅｺ 東京 37才 166cm 50kg FULL-BLOWN

92 本　田　有　華 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｶ 福岡 35才 169cm 54kg ﾎﾞﾃﾞｨﾏｯｸｽｼﾞﾑ

93 上　田　由季子 ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ 大阪 37才 175cm 55kg 個人登録

＜ボディフィットネス　オーバーオール＞ 10名出場

順位 No. 選　手　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所 属 年 令 身 長 体 重 所　 属　 ク　 ラ　 ブ

94 伊　敷　裕　子 ｲｼｷ ﾕｳｺ 沖縄 46才 152cm 42kg ｵｰﾌﾟﾝ選手登録

95 藤　原　のどか ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾄﾞｶ 兵庫 30才 153cm 45kg MAX GYM

96 中　井　恭　子 ﾅｶｲ ｷｮｳｺ 京都 52才 155cm 44kg 個人登録

97 徳大寺　真　弥 ﾄｸﾀﾞｲｼﾞ ﾏﾔ 兵庫 39才 158cm 48kg 個人登録

98 小　野　成　子 ｵﾉ ｼｹﾞｺ 京都 55才 159cm 46kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ京都二条

99 冨　安　　　朱 ﾄﾐﾔｽ ｱｶﾈ 兵庫 43才 159cm 53kg 個人登録

100 池　野　千　弦 ｲｹﾉ ﾁﾂﾞﾙ 兵庫 41才 163cm 52kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新神戸兵庫

101 中　井　美　早 ﾅｶｲ ﾐｻ 東京 33才 163cm 50kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

102 ﾛｯｸﾊｰﾄ　涼　子 ﾛｯｸﾊｰﾄ ﾘｮｳｺ 兵庫 37才 165cm 56kg MAX GYM

103 石　田　智　砂 ｲｼﾀﾞ ﾁｻ 京都 59才 167cm 53kg 個人登録


