
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 川中　佑介 かわなか　ゆうすけ 29 三重県

2 小林　翔太 こばやし　しょうた 27 群馬県

3 尾花　優 おばな　まさる 29 栃木県

4 穴見　一佐 あなみ　かずさ 19 福岡県

5 須藤　陸馬 すどう　りくま 26 千葉県

6 鈴木　昂太郎 すずき　こうたろう 27 静岡県

7 酒井　和輝 さかい　かずき 22 京都府

8 栗林　健太 くりばやし　けんた 25 愛知県

9 西　弘裕 にし　ひろやす 26 愛知県

10 宮澤　大貴 みやざわ　だいき 26 千葉県

11 小川　和真 おがわ　かずま 29 東京都

12 外間　博也 ほかま　ひろや 27 沖縄県

13 松井　淳 まつい　じゅん 26 岐阜県

14 平井　淳也 ひらい　じゅんや 26 山梨県

15 千葉　拓郎 ちば　たくろう 28 千葉県

16 小林　優一郎 こばやし　ゆういちろう 29 長野県

17 吉岡　勇人 よしおか　はやと 29 長崎県

18 岸　英明 きし　ひであき 29 東京都

19 脇坂　昌平 わきさか　しょうへい 22 神奈川県

20 高橋　祐人 たかはし　ゆうと 27 東京都

21 比嘉　準 ひが　しゅん 24 愛知県

22 直野　賀優 なおの　よしまさ 25 茨城県

23 ジョーンズトーマス ジョーンズトーマス 28 神奈川県

24 赤松　良博 あかまつ　よしひろ 29 栃木県

25 山口　翔 やまぐち　しょう 25 京都府

26 松永　通寿 まつなが　みちひさ 25 群馬県

27 栗本　浩行 くりもと　ひろゆき 28 大阪府

28 鈴木　大輔 すずき　だいすけ 26 愛知県

29 杉本　アキラ すぎもと　あきら 28 東京都

30 森下　剛 もりした　つよし 25 愛知県

31 上田　大輔 うえだ　だいすけ 29 滋賀県

32 吉村　英哲 よしむら　ひでのり 29 栃木県

33 寺島　遼 てらしま　りょう 24 東京都

34 山形　秀幸 やまがた　ひでゆき 29 栃木県

35 山田　慎太郎 やまだ　しんたろう 24 愛知県

36 木村　綱希 きむら　つなき 22 東京都

37 宮川　和大 みやがわ　かずひろ 23 福岡県

38 大嶋　俊平 おおしま　しゅんぺい 29 千葉県

39 田口　純平 たぐち　じゅんぺい 23 東京都

40 前原　貴大 まえはら　たかひろ 27 東京都

41 伊藤　憲蔵 いとう　けんぞう 27 北海道

42 柏原　健志 かしわばら　つよし 26 広島県

43 植田　基起 うえだ　もとき 21 兵庫県

44 坂井　翔也 さかい　しょうや 27 大阪府

45 小滝　泰平 こたき　たいへい 28 東京都

ベストボディ・ジャパン2016日本大会 選手名簿

【フレッシャーズクラス】



46 成瀬　知弥 なるせ　ともや 22 愛知県

47 大迫　洋次郎 おおさこ　ようじろう 29 東京都

48 齋藤　和人 さいとう　かずと 28 福島県

49 鈴木　翼 すずき　つばさ 29 静岡県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 林　賢一郎 はやし　けんいちろう 30 埼玉県

2 森本　健勇 もりもと　けんゆう 34 大阪府

3 高橋　剛 たかはし　ごう 34 埼玉県

4 佐伯　貴臣 さえき　たかおみ 31 山口県

5 生原　正紀 いくはら　まさき 36 徳島県

6 佐藤　宏紀 さとう　ひろき 33 愛知県

7 小堀　良太 こぼり　りょうた 31 栃木県

8 松井　孝彦 まつい　たかひこ 35 千葉県

9 ビリュコブオレクサンダー ビリュコブオレクサンダー 34 新潟県

10 山田　信人 やまだ　のぶひと 36 愛知県

11 荒　隆三 あら　りゅうぞう 38 東京都

12 児島　太朗 こじま　たろう 39 京都府

13 尾関　紀幸 おぜき　のりゆき 33 愛知県

14 高田　清春 たかだ　きよはる 39 愛知県

15 松井　秀輔 まつい　しゅうすけ 36 宮城県

16 中田　祐介 なかた　ゆうすけ 38 埼玉県

17 大久保　和好 おおくぼ　かずよし 32 東京都

18 宅見　啓司 たくみ　けいじ 36 大阪府

19 吉田　公善 よしだ　こおき 34 茨城県

20 鈴木　健一郎 すずき　けんいちろう 36 東京都

21 益満　征知 ますみつ　ゆきとも 37 東京都

22 渋谷　優輝 しぶや　ゆうき 31 千葉県

23 ホーリー ホーリー 34 福岡県

24 倉重　育将 くらしげ　いくまさ 33 埼玉県

25 真多　陽輔 さなだ　ようすけ 36 東京都

26 戸沢　直貴 とざわ　なおき 30 群馬県

27 相庭　佑樹 あいば　ゆうき 31 埼玉県

28 八木　佑樹 やぎ　ゆうき 33 静岡県

29 堀野　洋貴 ほりの　ひろき 31 東京都

30 前田　竜 まえだ　りゅう 39 岡山県

31 若狭　達也 わかさ　たつや 31 埼玉県

32 早川　翼 はやかわ　つばさ 38 北海道

33 枦山　猛 はしやま　たけし 39 東京都

34 小鷹　紘徳 こだか　ひろのり 36 熊本県

35 田中　正道 たなか　まさみち 32 福岡県

36 柴崎　拓実 しばさき　たくみ 37 群馬県

37 山本　哲也 やまもと　てつや 37 愛知県

38 宮崎　貴博 みやざき　たかひろ 34 宮城県

39 石川　雄大 いしかわ　たけひろ 34 静岡県

40 岩崎　太一 いわさき　たいち 30 東京都

41 村田　光一 むらた　こういち 33 東京都

42 清水　勇太 しみず　ゆうた 33 東京都

【ミドルクラス】



43 田所　周 たどころ　あまね 35 埼玉県

44 中島　雅浩 なかじま　まさひろ 38 奈良県

45 町田　修一 まちだ　しゅういち 37 東京都

46 中村　大樹 なかむら　ひろき 33 大阪府

47 柿塚　アンドレ かきつか　アンドレ 31 東京都

48 海老原　岳人 えびはら　たけひと 32 東京都

49 佐藤　大輔 さとう　だいすけ 31 福島県

50 佐藤　豊 さとう　ゆたか 39 東京都

51 鈴木　大介 すずき　だいすけ 31 栃木県

52 土佐　彩人 とさ　あやと 30 北海道

53 大沼　友和 おおぬま　ともかず 39 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 48 愛知県

2 三澤　篤 みさわ　あつし 48 埼玉県

3 土居　直樹 どい　なおき 45 三重県

4 橋本　勉 はしもと　つとむ 45 東京都

5 屋良　朝苗 やら　ちょうびょう 40 沖縄県

6 渡邉　順也 わたなべ　じゅんや 44 静岡県

7 佐々木　渉 ささき　わたる 40 埼玉県

8 大谷　勝利 おおたに　かつとし 47 滋賀県

9 尾畠　浩 おばたけ　ひろし 45 山梨県

10 原内　直哉 はらうち　なおや 47 東京都

11 廣澤　賢臣 ひろさわ　けんしん 44 東京都

12 杉浦　恵一 すぎうら　けいいち 41 愛知県

13 浜口　大介 はまぐち　だいすけ 44 大阪府

14 野村　幸紀 のむら　ゆきのり 41 福岡県

15 滝澤　博文 たきざわ　ひろふみ 49 埼玉県

16 川島　千明 かわしま　ちあき 40 千葉県

17 西垣　洋平 にしがき　ようへい 40 兵庫県

18 工藤　速斗 くどう　はやと 41 福岡県

19 浅見　和義 あさみ　かずよし 45 東京都

20 山田　大輔 やまだ　だいすけ 42 兵庫県

21 黒木　幸正 くろき　ゆきまさ 46 大阪府

22 小澤　雄一 おざわ　ゆういち 40 埼玉県

23 鈴木　徳年 すずき　のりとし 41 東京都

24 蓑　洋 みの　ひろし 46 神奈川県

25 松田　賢明 まつだ　かつあき 44 愛知県

26 星野　崇 ほしの　そう 45 神奈川県

27 葉　英禄 よう　えいろく 47 兵庫県

28 白石　進 しらいし　すすむ 46 東京都

29 伊藤　喜剛 いとう　よしたか 46 東京都

30 山今　大士 やまいま　だいじ 40 広島県

31 飯塚　勝美 いいつか　かつみ 47 茨城県

32 榎本　ひろし えのもと　ひろし 41 北海道

33 前原　理喜哉 まえはら　りきや 47 群馬県

34 原田　和也 はらだ　かずや 47 福岡県

35 野田　和伸 のだ　かずのぶ 43 大阪府

【マスターズクラス】



36 平松　浩樹 ひらまつ　ひろき 48 愛知県

37 岩田　浩司 いわた　こうじ 46 愛知県

38 山野井　好晴 やまのい　よしはる 49 埼玉県

39 中村　則昭 なかむら　のりあき 44 神奈川県

40 浅井　ハンク あさい　はんく 47 東京都

41 竹井　祐二 たけい　ゆうじ 44 広島県

42 川本　高透 かわもと　たかゆき 40 神奈川県

43 安孫子　健太郎 あびこ　けんたろう 42 ホノルル

44 吉村　和也 よしむら　かずや 45 奈良県

45 大原　容孝 おおはら　ひろたか 43 兵庫県

46 村松　良一 むらまつ　りょういち 42 静岡県

47 川嶋　清吾 かわしま　せいご 43 東京都

48 足立　健 あだち　たけし 47 神奈川県

49 陸　勇志 りく　よんじ 40 東京都

50 杉浦　康幸 すぎうら　やすゆき 46 神奈川県

51 大谷　亮司 おおたに　りょうじ 45 北海道

52 斉藤　賢治 さいとう　けんじ 43 大阪府

53 川井　勇治 かわい　ゆうじ 48 茨城県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 本澤　清一 ほんざわ　きよかず 54 静岡県

2 片山　和弘 かたやま　かずひろ 52 愛知県

3 道木　伸郎 どうき　しんろう 52 愛知県

4 林　圭一 はやし　けいいち 50 東京都

5 棚瀬　賢一 たなせ　けんいち 52 岐阜県

6 松本　貴寿 まつもと　たかとし 56 三重県

7 中村　忠史 なかむら　ただふみ 51 東京都

8 伊藤　謙治 いとう　けんじ 52 愛知県

9 杉本　博之 すぎもと　ひろゆき 54 群馬県

10 田中　裕二 たなか　ひろつぐ 51 東京都

11 飯塚　盛康 いいづか　もりやす 61 埼玉県

12 佐野　達哉 さの　たつや 52 静岡県

13 浅田　修兵 あさだ　しゅうへい 56 兵庫県

14 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 56 兵庫県

15 近藤　英隆 こんどう　ひでたか 52 愛知県

16 水島　裕一 みずしま　ゆういち 51 東京都

17 大町　哲也 おおまち　てつや 55 愛知県

18 三浦　哲郎 みうら　てつろう 57 大阪府

19 平岡　裕治 ひらおか　ゆうじ 52 広島県

20 福田　隆 ふくだ　たかし 56 群馬県

21 井上　健 いのうえ　たけし 52 岐阜県

22 寺川　雅佳 てらかわ　まさよし 56 兵庫県

23 松本　英義 まつもと　ひでよし 54 広島県

24 椎橋　英治 しいはし　えいじ 51 神奈川県

25 鈴木　康史 すずき　やすし 56 東京都

26 堀田　剛正 ほった　たけまさ 55 東京都

27 宮村　敏洋 みやむら　としひろ 54 北海道

28 金井　高志 かない　たかし 53 東京都

【ゴールドクラス】



29 清黒　文人 きよくろ　ふみと 56 埼玉県

30 榎本　千里 えのもと　ちさと 54 東京都

31 吉田　和彦 よしだ　かずひこ 53 東京都

32 鳥羽　秀輝 とば　ひでき 51 愛知県

33 津沢　幹彦 つざわ　みきひこ 52 新潟県

34 石川　和男 いしかわ　かずお 52 大阪府

35 岡崎　厚志 おかざき　あつし 53 大阪府

36 三浦　英雄 みうら　ひでお 51 香川県

37 藤島　輝幸 ふじしま　てるゆき 51 大阪府

38 大石　英男 おおいし　ひでお 53 千葉県

39 大瀧　伸二 おおたき　しんじ 52 埼玉県

40 鈴木　堅司 すずき　けんじ 55 福島県

41 西村　啓司 にしむら　けいじ 51 滋賀県

42 三浦　傑 みうら　まさる 55 東京都

43 北村　滋久 きたむら　しげひさ 53 茨城県

44 大津　隆広 おおつ　たかひろ 55 福岡県

45 深尾　耕造 ふかお　こうぞう 58 栃木県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 小川　麻衣子 おがわ　まいこ 29 神奈川県

2 西村　莉奈 にしむら　りな 21 徳島県

3 里見　茜 さとみ　あかね 27 東京都

4 近藤　聖莉 こんどう　さとり 20 埼玉県

5 荻窪　詩織 おぎくぼ　しおり 28 神奈川県

6 鈴木　智晴 すずき　ちはる 25 東京都

7 岩根　恵泉 いわね　めぐみ 20 京都府

8 松本　恵実 まつもと　めぐみ 23 京都府

9 板垣　恵実 いたがき　えみ 26 大阪府

10 桜木　ひな さくらぎ　ひな 26 静岡県

11 許　冴恵 きょ　さえ 21 神奈川県

12 山田　恵里伽 やまだ　えりか 21 東京都

13 石田　純子 いしだ　じゅんこ 29 東京都

14 竹松　かみら たけまつ　かみら 23 東京都

15 松村　優花 まつむら　ゆうか 27 大阪府

16 maria nakashimayasmin yuko マリヤ ナカシマヤスミン ユウコ 22 岐阜県

17 大澤　史佳 おおさわ　ふみか 24 埼玉県

18 森崎　志直子 もりさき　しなこ 28 兵庫県

19 柴田　亜由美 しばた　あゆみ 28 東京都

20 佐藤　亜美 さとう　あみ 27 北海道

21 是川　茉耶 これかわ　まや 25 青森県

22 川戸　沙羅 かわと　さら 25 神奈川県

23 後藤　美佳 ごとう　みか 29 北海道

24 谷口　絵理 たにぐち　えり 29 三重県

25 谷脇　明子 たにわき　あきこ 26 広島県

26 山本　早織 やまもと　さおり 28 新潟県

27 柴田　有貴 しばた　ゆき 29 東京都

28 平川　瑞希 ひらかわ　みずき 26 大阪府

29 垣田　彩水 かきた　あみ 23 大阪府

【ガールズクラス】



30 渋谷　睦美 しぶたに　ともみ 28 兵庫県

31 山中　麻里絵 やまなか　まりえ 28 神奈川県

32 榎本　理美 えのもと　さとみ 25 愛知県

33 相原　未来 あいはら　みく 23 滋賀県

34 石黒　美央 いしぐろ　みお 26 神奈川県

35 新田　鈴子 にった　すずこ 21 沖縄県

36 近藤　智美 こんどう　ともみ 28 東京都

37 松岡　温子 まつおか　あつこ 23 大阪府

38 須藤　理予 すどう　りよ 27 東京都

39 松尾　智佳子 まつお　ちかこ 22 福岡県

40 原田　有紗 はらだ　ありさ 28 東京都

41 鈴木　絵里香 すずき　えりか 26 茨城県

42 渡部　玲奈 わたなべ　れな 28 東京都

43 井上　綾乃 いのうえ　あやの 23 福岡県

44 堀江　結佳 ほりえ　ゆうか 24 福島県

45 山下　真利 やました　まり 28 東京都

46 木村　優美 きむら　ゆうみ 22 神奈川県

47 中山　知佳穂 なかやま　ちかほ 26 埼玉県

48 正岡　由衣 まさおか　ゆい 28 大阪府

49 枝川　真奈美 えだがわ　まなみ 29 東京都

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 30 北海道

2 藤田　千賀子 ふじた　ちかこ 37 東京都

3 岩崎　温子 いわさき　あつこ 35 静岡県

4 門馬　百里 もんま　ゆり 30 静岡県

5 大槻　晶子 おおつき　あきこ 34 東京都

6 南　映子 みなみ　えいこ 30 愛知県

7 大脇　朋香 おおわき　ともか 30 愛知県

8 浦辺　実奈 うらべ　みな 38 徳島県

9 佐々木　えり ささき　えり 34 東京都

10 小沢　晃子 おざわ　あきこ 37 埼玉県

11 小野　ちひろ おの　ちひろ 33 山梨県

12 澤口　絵美 さわぐち　えみ 37 北海道

13 太田　裕子 おおた　ゆうこ 38 愛知県

14 千葉　由美子 ちば　ゆみこ 37 栃木県

15 今村　一恵 いまむら　いちえ 35 神奈川県

16 大野　裕美 おおの　ひろみ 30 福岡県

17 小林　紀子 こばやし　のりこ 30 新潟県

18 ナカタヌネス　理恵子 ナカタヌネス　りえこ 36 東京都

19 石田　真紀 いしだ　まき 33 東京都

20 筒井　香 つつい　かおり 34 大阪府

21 加藤　裕子 かとう　ひろこ 33 福島県

22 高原　沙織 たかはら　さおり 34 栃木県

23 下田　吏恵 しもだ　りえ 31 大阪府

24 五十嵐　典子 いがらし　のりこ 33 東京都

25 篠塚　さゆり しのづか　さゆり 30 愛知県

26 坪野谷　有花 つぼのや　ありか 39 東京都

【レディースクラス】



27 栗林　佐千代 くりばやし　さちよ 34 長野県

28 吹上　あおい ふきあげ　あおい 30 大阪府

29 加藤　圭美 かとう　たかみ 38 愛知県

30 夏井　真弥 なつい　まや 33 福岡県

31 田中　佐和子 たなか　さわこ 32 福岡県

32 山下　愛 やました　あい 37 神奈川県

33 齋藤　優紀 さいとう　ゆき 31 新潟県

34 岸本　アヤ きしもと　あや 37 東京都

35 葛西　香織 かさい　かおり 37 愛知県

36 濱崎　千明 はまさき　ちあき 32 東京都

37 美濃部　彩 みのべ　あや 36 京都府

38 西尾　直子 にしお　なおこ 37 兵庫県

39 森川　藍子 もりかわ　あいこ 32 奈良県

40 大澤　里子 おおさわ　さとこ 36 滋賀県

41 岩崎　紗哉子 いわさき　さやこ 34 香川県

42 山口　祥子 やまぐち　しょうこ 37 岡山県

43 神田　梨絵 かんだ　りえ 33 大阪府

44 朴　恩美 ぼく　うんみ 32 兵庫県

45 渋谷　和美 しぶや　かずみ 34 山形県

46 高野　順子 たかの　じゅんこ 39 東京都

47 田村　依里子 たむら　えりこ 37 東京都

48 片岡　麗香 かたおか　れいか 30 愛知県

49 鈴木　香恵 すずき　かえ 37 東京都

50 眞岩　杏子 まいわ　きょうこ 37 東京都

51 赤沼　由桂 あかぬま　ゆか 32 埼玉県

52 市川　沙音里 いちかわ　さおり 38 静岡県

53 伊吹　奈々 いぶき　なな 36 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 丸尾　美世 まるお　みよ 42 東京都

2 宮田　真希 みやた　まき 41 京都府

3 堀之内　典子 ほりのうち　のりこ 47 神奈川県

4 川島　めぐみ かわしま　めぐみ 49 東京都

5 大槻　わか奈 おおつき　わかな 41 京都府

6 北村　恭子 きたむら　きょうこ 47 京都府

7 重長　徳子 しげなが　のりこ 40 東京都

8 佐藤　由美 さとう　ゆみ 44 神奈川県

9 角田　香織 かくた　かおり 44 千葉県

10 浅野　淑 あさの　よし 47 愛知県

11 梶山　亜矢子 かじやま　あやこ 42 東京都

12 肥田　朝子 ひだ　あさこ 44 東京都

13 山田　智子 やまだ　ともこ 41 京都府

14 鈴木　亜希子 すずき　あきこ 44 茨城県

15 小西　彩 こにし　あや 41 北海道

16 渡邉　香林 わたなべ　かりん 41 茨城県

17 鈴木　あさの すずき　あさの 41 千葉県

18 宮村　真紀 みやむら　まき 46 北海道

19 愛洲　伸子 あいす　のぶこ 43 北海道

【ウーマンズクラス】



20 森原　みはぎ もりはら　みはぎ 40 広島県

21 渡邉　美和 わたなべ　みわ 49 福島県

22 室谷　小百合 むろたに　さゆり 45 大阪府

23 田中　洋子 たなか　ようこ 43 大阪府

24 長野　典子 ながの　のりこ 43 奈良県

25 瀬田　ユリ子 せた　ゆりこ 41 東京都

26 清田　名奈子 きよた　ななこ 43 神奈川県

27 井埜　奈々絵 いの　ななえ 42 埼玉県

28 瀬口　暁美 せぐち　あけみ 43 岐阜県

29 島袋　MARIA しまぶこ　まりあ 41 群馬県

30 香川　貴洋子 かがわ　きよこ 41 香川県

31 武藤　千香 むとう　ちか 40 大阪府

32 上西　賀奈子 うえにし　かなこ 44 大阪府

33 栗本　奈央 くりもと　なお 40 東京都

34 高頭　なお たかとう　なお 47 埼玉県

35 大津　弥生 おおつ　やよい 42 東京都

36 山内　春香 やまうち　はるか 41 大阪府

37 箱田　和美 はこだ　かずみ 40 東京都

38 西川　知里 にしかわ　ちさと 40 東京都

39 三谷　靜鶴 みたに　しず 44 埼玉県

40 久次　小百合 ひさつぐ　さゆり 45 岡山県

41 岩松　美幸 いわまつ　みゆき 48 兵庫県

42 山本　明子 やまもと　あきこ 45 東京都

43 屋代　佳織 やしろ　かおり 41 東京都

44 朝妻　亜希恵 あさつま　あきえ 40 千葉県

45 石峯　由樹子 いしみね　ゆきこ 40 神奈川県

46 平山　広恵 ひらやま　ひろえ 44 東京都

47 岩本　奈穂 いわもと　なほ 40 神奈川県

48 金子　花央理 かねこ　かおり 49 兵庫県

49 伊藤　桜子 いとう　さくらこ 47 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 三橋　純子 みつはし　じゅんこ 55 東京都

2 仁ノ岡　紀代美 にのおか　きよみ 52 東京都

3 山口　祐子 やまぐち　ゆうこ 51 東京都

4 大隅　靖子 おおすみ　やすこ 53 神奈川県

5 平田　比登美 ひらた　ひとみ 50 千葉県

6 星野　起美 ほしの　きみ 57 千葉県

7 近藤　美香 こんどう　みか 51 埼玉県

8 小野　理絵子 おの　りえこ 53 東京都

9 谷　美和子 たに　みわこ 60 東京都

10 岡本　いつえ おかもと　いつえ 52 福岡県

11 高山　美穂子 たかやま　みほこ 56 東京都

12 加藤　あつこ かとう　あつこ 54 愛知県

13 塚本　由美 つかもと　ゆみ 52 千葉県

14 長藤　綾子 ながとう　あやこ 50 兵庫県

15 石本　珠美 いしもと　たまみ 52 兵庫県

16 古山　元 こやま　もと 51 滋賀県

【クイーンクラス】



17 井　雅代 い　まさよ 59 福岡県

18 平　恭子 たいら　きょうこ 54 愛知県

19 森瀬　くみ子 もりせ　くみこ 58 滋賀県

20 高倉　浩美 たかくら　ひろみ 55 埼玉県

21 山内　弘子 やまうち　ひろこ 50 京都府

22 中園　正枝 なかぞの　まさえ 50 大阪府

23 金田一　稔子 きんだいち　としこ 54 大阪府

24 小林　富枝 こばやし　とみえ 54 埼玉県

25 玉木　真理 たまき　まり 63 東京都

26 大島　京子 おおしま　きょうこ 52 京都府

27 松田　直美 まつだ　なおみ 50 東京都

28 新井田　朱見 にいだ　あけみ 51 福島県

29 谷口　真由美 たにぐち　まゆみ 54 東京都


