
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （11名）

NO 選手からのコメント

1 岩田 あずさ イワタ アズサ
去年の3月からダイエット、筋トレ初めて1年4ヶ月、21kg減量して外見も、中身も変わった私を観てください！Beforeの写メ、公開してま

す。

2 佐藤 香 サトウ カオリ 自分がステージに立つ事で、一般の方々の興味がフィットネスに向き、それが健康余命の延長につながれば、と考えます

3 宮島 麻利菜 ミヤジマ マリナ
5月からダイエットのためにトレーニングを始めました。今までスポーツもしてこなかった私ですが、トレーニングで身体と心が変化してい

くのを実感し感動しました。新しい目標として、今回初めて大会への出場を決意しました。宜しくお願いします。

4 太田 三百江 オオタ ミモエ
私はまだ筋トレ歴8ヶ月くらいですがジムのスタッフとしてずっと働いてきて筋トレをしている皆様をずっと見守ってきました。大会に出て

いる会員様を見て感動して挑戦したいなと思いました。初めての挑戦で慣れないですが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします！

5 中井 恭子 ナカイ キョウコ 初挑戦です。楽しみたいと思います！

6 水野 杏香 ミズノ キョウカ たのしみます！

7 池田 しのぶ イケダ シノブ

8 伊藤 茉莉 イトウ マリ
ダイエット目的で始めたジム通いがいつの間にかbodymakeに目覚め、大会にチャレンジしてみたいとまで思う様になりました。自分を変え

てくれた筋トレ、沢山刺激を頂いているトレーニング仲間に感謝しながら、初めての大会楽しんで挑みたいと思います。

9 安藤 真奈美 アンドウ マナミ

10 鈴木 ゆうこ スズキ ユウコ 初めての舞台に向けてボディメイク頑張ります。

11 松永 美香子 マツナガ ミカコ 初めてのコンテストがんばります！

　■163㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

12 井上 マリア イノウエ マリア 20代ラスト頑張ります！

13 土田 梓 ツチダ アズサ はじめての大会、楽しみながら頑張ります！

14 竹田 紗記 タケダ サキ
刈り上げショートがトレードマーク。お尻は誰にも負けません。起立筋もポイントです。肩からのくびれ、これまたポイントです。笑顔で

上まで登りつめます。

15 前田 順子 マエダ ジュンコ ３年間こつこつトレーニングしてきた成果を最大限に発揮できたらと思います。

16 後藤 あゆみ ゴトウ アユミ このステージを最高に楽しんで、最高のパフォーマンスを魅せたいと思います！我慢させた四人の子供たちに最高の結果を届けたいです！

17 宇野 和佳子 ウノ ワカコ 滋賀県で美尻インストラクターとして活動中新たな大会に挑戦！自分史上最高を更新！楽しんで舞台に立ちます

　■163㎝超級 （8名）

NO 選手からのコメント

18 宮島 小百合 ミヤジマ サユリ
普段は女優として活動しています。殺陣やダンスなど体を動かすことが好きで、パフォーマンス力を上げる為、トレーニングに励みまし

た。女性に憧れられるボディを目指しています。

19 竹川 利江子 タケガワ リエコ 初めての大会エントリーです。全てを出し切って自分らしく楽しみたいと思います。

20 飯塚 麻記 イイヅカ マキ

21 二階堂 乃里見 ニカイドウ ノリミ 人生初の挑戦です！緊張しますが、笑顔で楽しみます！

22 平野 可奈 ヒラノ カナ 大会初挑戦、前向きに頑張ります！

23 小高 美南 オダカ ミナミ 大会初出場、楽しみたいと思います！

24 小野 真以子 オノ マイコ 20kgのダイエットをしました。JBBFのビキニフィットネス出場を目指して身体作りをしています。

25 小久保 里香 コクボ リカ

　■35歳以下の部 （9名）

NO 選手からのコメント

26 安藤 真奈美 アンドウ マナミ

27 宇野 和佳子 ウノ ワカコ 滋賀県で美尻インストラクターとして活動中新たな大会に挑戦！自分史上最高を更新！楽しんで舞台に立ちます

28 小久保 里香 コクボ リカ

29 平野 可奈 ヒラノ カナ ワクワクするものに挑戦したいです！

30 飯塚 麻記 イイヅカ マキ

31 池田 千穂 イケダ チホ
フィットネスを通してポジティブになりコンプレックスがなくなりました！大会にでてまた違う目標を持ちフィットネスの楽しみを感じた

いです。

32 中島 あすか ナカシマ アスカ 初めての大会なので楽しみたいです。

33 竹田 紗記 タケダ サキ
刈り上げショートが目印です。お尻が1番のポイントです！大会のために苦手な上半身を強化しました。肩と背中も見てください！よろしく

お願い致します。

34 田中 優里 タナカ ユウリ

腹筋は女でもバキバキが私の理想です。シックスパックを目指してトレーニングをがんばってきました。また、Instagramではお尻トレーニ

ングの女として、様々なお尻のトレーニングを紹介しながら、多くの方々に見てもらえることでモチベーションを高めてきました。今では

５千人ほどの方にフォローしていただいており、今まで以上に沢山の方に理想の体型、かっこいい身体、と思ってもらえるよう、大会参加

後も色々外に発信していていきたいです。

　■50歳以下の部 （6名）

NO 選手からのコメント

35 鈴木 ゆうこ スズキ ユウコ 初めての舞台に向けてボディメイク頑張ります。

36 松永 美香子 マツナガ ミカコ 初めてのコンテストがんばります！

37 中井 恭子 ナカイ キョウコ 初めて参加します。よろしくお願いします！

38 江端 麻里子 エバタ マリコ ※すでにビキニでエントリー済みです。ウーマンズレギンスの追加エントリーをお願いします。

39 後藤 あゆみ ゴトウ アユミ 日頃のトレーニングの成果をこのステージで発揮します！四人の子供たちのために最高のパフォーマンスで優勝して帰ります！

40 杉浦 由美子 スギウラ ユミコ 今回のコンテストで、自分のステップアップや自信に繋げたいです！初めてのコンテストですが楽しみます！

　■65歳以下の部 （１名）

NO 選手からのコメント

41 岩田 あずさ イワタ アズサ
去年の3月からダイエットと筋トレ始めて1年6ヶ月経ちます。21kg減量して、見た目も中身も変わった私を見てください！158cm以下、65

歳以下にダブルエントリーします！

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

２０２１年10月17日（日）マッスルゲート名古屋大会エントリー

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

42 西村 恵 ニシムラ メグミ ビキニデビュー戦ですが、しっかり絞りきって優勝目指します

　■35歳未満163㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

43 長谷川 優衣 ハセガワ ユイ トレーニングを本格的に始めて1年、初めての大会に挑戦！精一杯頑張ります！

44 井上 マリア イノウエ マリア 20代ラスト頑張ります！

　■35歳未満163㎝超級 （4名）

NO 選手からのコメント

45 下浦 サラ シモウラ サラ

46 北澤 佑衣菜 キタザワ ユイナ

47 二階堂 乃里見 ニカイドウ ノリミ 人生初の挑戦です！緊張しますが、笑顔で楽しみます！

48 中島 あすか ナカシマ アスカ 初めての大会なので楽しみたいです。

　■35歳以上160㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

49 江端 麻里子 エバタ マリコ トレーニングを始めて3年で、今年初めてコンテストに挑戦します。よろしくお願いします。

　■35歳以上160㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

50 遊上 久硫美 ユカミ クルミ 思いっきり楽しんで笑顔いっぱいのステージングを

51 森川 藍子 モリカワ アイコ

52 西川 敦子 ニシカワ アツコ 頑張ります

【ボディフィットネス】 （2名）

NO 選手からのコメント

53 小池 敦子 コイケ アツコ 楽しみます！！

54 西川 敦子 ニシカワ アツコ 頑張ります

【ウーマンズフィジーク】 （2名）

NO 選手からのコメント

55 似鳥 さやか ニタドリ サヤカ 初めての大会、楽しみます！

56 喜多村 章子 キタムラ アキコ ３位までに入賞しJapan Cupに出場したい！

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

57 山内 勇真 ヤマウチ ユウマ
みんなに届けていきます！！頑張ればできると言うことを証明していきます！！鍼灸師、パーソナルトレーナーという職業ということもあ

り色んな人に見てもらいたいです！！

58 山元 一矢 ヤマモト カズヤ 楽しみます。

59 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ

　■172㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

60 古谷 竜太郎 フルタニ リュウタロウ
健康の為、精神的に強くなるために日々トレーニングをしています。今大会に向けてダイエットしたことで、更に健康的になりました。

日々のトレーニングの目標を作ってもらい感謝です。よろしくお願いいたします。

61 本野 卓士 モトノ タクシ 一念発起で頑張ります！！

　■176㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

62 中里 浩利 ナカザト ヒロトシ マッスルゲートは初出場です。ステージで輝けるよう一生懸命頑張ります。

　■176㎝超級 （5名）

NO 選手からのコメント

63 大石 智之 オオイシ トモユキ

64 石田 康大 イシダ コウダイ タンクトップ部門、初めて参加させて頂きます。よろしくお願い致します！

65 岡本 秀樹 オカモト ヒデキ 初めての参加です。宜しくお願いします。

66 尾川 賢人 オガワ ケント 初出場です。全力を尽くします！

67 紙上 貴佳 カミウエ タカヨシ ステーキたわらやよろしくお願いします。

【メンズフィジーク】

　■新人の部172㎝以下級 （40名）

NO 選手からのコメント

68 和田 英之 ワダ ヒデユキ

69 渡邉 浩充 ワタナベ ヒロミツ
自分史上最高の身体を目指し、50歳になってからジムに通い始めました。自分自身への新たな挑戦のため、今回初めて参加させて頂きま

す。

70 古澤 太一 フルザワ タイチ

71 塚本 義広塚本 ツカモト ヨシヒロ 楽しむだけ。

72 山本 築 ヤマモト キズク 初めての大会で緊張と不安でいっぱいですが、頑張ります。

73 日比野 能秀 ヒビノ タカヒデ 鳴り物入りで参加を決意しました。結果はどうあれ、必死さを忘れがちな自身に鞭打って挑戦します。

74 武山 浩三 タケヤマ コウゾウ

75 那須 翔太 ナス ショウタ 初コンテスト入賞目指して頑張ります。

76 一条 祐太 イチジョウ ユウタ 大会終了後ハンバーガー食べたいです。

77 赤松 翼 アカマツ ツバサ 初出場楽しみます！

78 長谷川 稜真 ハセガワ リョウマ

79 佐藤 亘 サトウ ワタル 大学生活最後の挑戦をしに参りました。僕の勇姿を見届けてください！！

80 上野 幸一郎 ウエノ コウイチロウ 本日、37歳になりました！だから何？ってならないよう頑張ります！

81 河野 一誠 カワノ イッセイ 大学2年生です。優勝しか見てません。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



82 柳川 誠陽 ヤナガワ トモハル 悔いのないように頑張ります

83 中野 剣太郎 ナカノ ケンタロウ フェンシングで鍛え上げた身体で優勝目指します

84 大西 拓夢 オオニシ タクム

85 廣田 慎 ヒロタ シン がんばります

86 赤井 拓 アカイ タク

87 金正 朋也 キンショウ トモヤ お母さん、今まで育ててくれてありがとう！

88 清水 利春 シミズ トシハル

89 稚田 快人 チダ カイト 初の大会、国家試験前 頑張ります！

90 吉田 雄紀 ヨシダ ユウキ

トレーニング歴は約10年になりますが、今年初めてフィジークに参加しようと考えました。現在はIT企業での広告営業として働いています

が、時間がない中でもいかに効率的にトレーニングし、食事管理をすることで、理想の体型に近づくことが出来ると実感しています。この

コンテストを経て、結果を出すだけではなく、より魅力的な人間になるための一歩を踏み出します。どうぞよろしくお願いいたします。

91 林 哲平 ハヤシ テッペイ 入賞する

92 小泉 達哉 コイズミ タツヤ
40歳手前にしてコンテスト初チャレンジします。今の自分がどの程度通用するのか楽しみですが、課題をたくさん持ち帰り、次への成長へ

と繋げていきたいと思います。

93 西村 暁人 ニシムラ アキト

94 中村 慎之介 ナカムラ シンノスケ 初めての出場！楽しみます！

95 平 翔吾 タイラ ショウゴ 初めて挑戦ですが、楽しんで頑張ります！

96 梅田 宗弥 ウメダ シュウヤ 初出場ですが頑張りマッスル！

97 根津 朝也 ネヅ アサヤ 先月結婚して新婚ほやほやなので、嫁に良いところ見せます！！

98 増田 幹人 マスダ ミキト

99 染矢 大輝 ソメヤ ダイキ コンテストは人生初挑戦です。精一杯頑張ります。

100 岩野 力斗 イワノ リキト いつも支えてくださる方々に感謝して、頑張ります。

101 伊部 敬信 イベ タカノブ 初めての大会！これからの第一歩として頑張ります。大会が終わったら鰻を食べてバルクアップモードになります。

102 片山 航輔 カタヤマ コウスケ

103 河合 祥生 カワイ ヨシキ 過去に太っていて、トレーニングを行い自信がついてきた為、大会に出たいと思うようになりエントリーさせていただきました。

104 塩野 遥寿 シオノ ハルヒサ 誇れる自分になるために！私…勝ちます！

105 勝 優太 カツ ユウタ 社会人1年目男の初挑戦。

106 山元 一矢 ヤマモト カズヤ 楽しみます。

107 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

　■新人の部172㎝超級 （32名）

NO 選手からのコメント

108 宮崎 猛 ミヤザキ タケシ

109 倉嶌 友貴 クラシマ トモキ
はじめてのフィジークです。鈴木雅塾で得た全てを出し切ります。雅大先生にファーストコール呼ばれたら絶頂です！！大会が催されるこ

とに感謝してステージに立ちます。

110 小林 恭佑 コバヤシ キョウスケ 新人の部では優勝目指して頑張ります！176cm以下級では胸を借りるつもりで臨みたいです

111 吉井 亮介 ヨシイ リョウスケ コンテスト初挑戦です、頑張ります。

112 鴨川 竜壱 カモガワ リュウイチ

113 伊豆原 大寅 イズハラ ダイゴ

114 坂田 賢伍 サカタ ケンゴ 全力を尽くして頑張ります。

115 木曽 達也 キソ タツヤ

116 近藤 雄太 コンドウ ユウタ フィジーク初挑戦！自信のある部位は肩です！入賞したいです！！

117 平川 和樹 ヒラカワ カズキ

118 長屋 昴 ナガヤ スバル
フィジークとしては今回が初挑戦です。フィジーク人生の第一歩として後悔を残さないよう努力と研究を重ねてきました。その成果を全力

のステージングで披露します。

119 白星 歩 シラホシ アユム

120 和田 唯吹 ワダ イブキ ひつまぶしが食いてぇぇ

121 鯉沼 希望 コイヌマ ノゾミ 初めての大会なので緊張しますね

122 藤山 繁 フジヤマ シゲル 全力で挑みます。僕の体を見ててください。

123 三井 剛 ミツイ ツヨシ 初大会なので最高のコンディションを持ってこれるように頑張ります。

124 坂久保 孝平 サカクボ コウヘイ 何がなんでも勝つぞい

125 鈴木 一輝 スズキ カズキ メンズフィジークの競技では初出場になりますが優勝狙って頑張りたいです。

126 川原 章 カワハラ ショウ 初大会ですが、自衛隊の名に恥じぬよう全力で臨みます！

127 鈴木 勇多 スズキ ユウタ 初めての大会楽しんでいきたいです。

128 樋口 祐亮 ヒグチ ユウスケ 初めての大会出場です。やれることをやりきり、当日は楽しみたいと思います。

129 武藤 颯希 ムトウ リュウキ

130 小高 裕斗 オダカ ユウト フィジーク初挑戦です。楽しみたいです！

131 山崎 純平 ヤマザキ ジュンペイ ここ2ヶ月間カレーしか考えてませんでしたので、勝って気持ちよく食べたいです。

132 松田 亮 マツダ リョウ 初挑戦、初大会です。色んな方に支えられてここまできました。恩返しできるよう結果で返します！

133 松下 貴洋 マツシタ タカヒロ ベストを尽くします！

134 落合 正博 オチアイ マサヒロ

135 栗山 豪平 クリヤマ ゴウヘイ 大会初出場ですががんばります。

136 市川 翔 イチカワ ショウ

137 櫻井 竜飛 サクライ リュウヒ

138 松本 涼太 マツモト リョウタ 全力でステージを楽しみます！

139 佐藤 彰紀 サトウ アキノリ

140 藤井 洋平 フジイ ヨウヘイ 初めてのフィジーク大会です！普段はプログラマとしてWebアプリなどの開発をしています。

　■マスターズ172㎝以下級 （13名）

NO 選手からのコメント

141 岸本 隆美 キシモト タカミ

142 圓谷 康佑輝 ツブラヤ ヤスユキ

143 篠田 尚幸 シノダ ナオユキ もうすぐ54歳になりますが、40歳代の選手に負けないよう頑張ります！

144 澤井 実 サワイ ミノル

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



145 後藤 圭亮 ゴトウ ケイスケ
今年からマスターズへの仲間入り。妻と4人の子供に支えられて今日を迎えることができました。最高の結果を残して美味しいご飯を食べに

行くぞ

146 川辺 勝弘 カワベ カツヒロ

147 水野 良二 ミズノ リョウジ マッスルゲートに出ることを目標に、トレーニング頑張ってきました！

148 滋野 毅 シゲノ ツヨシ 諦めませんです ラストスパートです

149 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ

150 渡邉 浩充 ワタナベ ヒロミツ
自分史上最高の身体を目指し、50歳になってからジムに通い始めました。自分自身への新たな挑戦のため、今回初めて参加させて頂きま

す。

151 本多 智史 ホンダ サトシ 初出場ですが頑張ります

152 大木 慎吾 オオキ シンゴ コロナ感染からの肺炎の後遺症からの復活して再びコンテスト出場になります(´_ゝ`) 頑張ります(´_ゝ`)

153 日比野 能秀 ヒビノ タカヒデ 鳴り物入りで参加を決意しました。結果はどうあれ、必死さを忘れがちな自身に鞭打って挑戦します。

　■マスターズ172㎝超級 （5名）

NO 選手からのコメント

154 西垣 洋平 ニシガキ ヨウヘイ

約２年ぶりのコンテスト出場になります。正直、もうコンテストには出場しないかなと自分の中で少しそういう気持ちがあったのですが、

このコロナ禍の中でも自分に厳しく体を鍛え続けておられる先輩や後輩、仲間たちの姿に心響かされもう一度ステージの上にあがろうと決

心致しました。

155 黒田 庸修 クロダ ツネノブ

156 宮崎 猛 ミヤザキ タケシ

157 堀田 例志 ホッタ レイジ

158 狐塚 一基 コヅカ カズキ

　■高校生の部 （5名）

NO 選手からのコメント

159 山田 恵生 ヤマダ ヨシキ 初の大きな大会なので緊張はしていますが楽しみたいです

160 山本 重親 ヤマモト シゲチカ 精一杯出し切ります

161 鷲見 桂汰 スミ ケイタ 筋トレに目覚めて4ヶ月で仕上げた体を見せつけます。

162 矢野 皓士 ヤノ コウジ

163 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

　■大学生の部 （9名）

NO 選手からのコメント

164 浦上 弘夢 ウラガミ ヒロム トレーニングできる環境に感謝して、全力を尽くして楽しみたいです。

165 赤井 拓 アカイ タク

166 大川 拓真 オオカワ タクマ 初めての大会、気合い入れて頑張ります。

167 栗山 豪平 クリヤマ ゴウヘイ 大会初出場ですががんばります。

168 渡辺 晴万 ワタナベ セイマ 思い切って参加を決意しました。良い経験だと思ってしっかりと楽しみたいです。頑張ります。

169 河野 一誠 カワノ イッセイ

170 早川 修平 ハヤカワ シュウヘイ

171 加納 稜也 カノウ リョウヤ 初大会頑張ります！

172 白星 歩 シラホシ アユム 先にエントリーした一般の部・新人の部と、今回の大学生の部でトリプルエントリーです。よろしくお願いします。

　■168㎝以下級 （11名）

NO 選手からのコメント

173 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ

174 大下 龍星 オオシタ リュウセイ 頑張ります

175 本多 智裕 ホンダ トモヒロ 最後まで楽しみます！

176 橋本 燎 ハシモト リョウ 上位狙います！！

177 高岡 尚裕 タカオカ タカヒロ 急遽参加しますが全力で頑張ります。

178 西村 暁人 ニシムラ アキト

179 山内 勇真 ヤマウチ ユウマ
みんなに届けていきます！！頑張ればできると言うことを証明していきます！！鍼灸師、パーソナルトレーナーという職業ということもあ

り色んな人に見てもらいたいです！！

180 古澤 太一 フルザワ タイチ

181 塚本 義広 ツカモト ヨシヒロ 楽しむだけ。

182 山本 築 ヤマモト キズク 初めての大会で緊張と不安でいっぱいですが、頑張ります。

183 浦上 弘夢 ウラガミ ヒロム トレーニングできる環境に感謝して、全力を尽くして楽しみたいです。

　■172㎝以下級 （34名）

NO 選手からのコメント

184 安久 友規 アグ ユウキ 精一杯頑張ります！

185 鈴木 善樹 スズキ ヨシキ 今回初めて出場します。マッチョなかっこいい美容師目指してます！

186 鈴木 恭士朗 スズキ キョウシロウ フィジークという素晴らしい競技を全力で楽しみます！

187 浜口 大樹 ハマグチ タイキ

188 日比野 祐士 ヒビノ ユウシ 全力を尽くして頑張ります！

189 荘田 巧登 ショウダ タクト 自分の納得いくステージになるように頑張ります。

190 小笠原 浩輝 オガサワラ ヒロキ

191 井上 勝元 イノウエ カツユキ 頑張ります。

192 兼子 拓也 カネコ タクヤ

193 片谷 翔紀 カタタニ ショウキ

194 大西 拓夢 オオニシ タクム

195 上田 颯太 ウエダ ソウタ

196 江川 直毅 エガワ ナオキ

197 石田 敬明 イシダ タカアキ 過去１の仕上がりで優勝狙います！

198 高橋 孝治 タカハシ コウジ

199 鈴木 将太 スズキ ショウタ 頑張ります！よろしくお願いします！

200 住田 禎文 スミダ ヨシフミ 頑張ります。

201 岡田 耕坪 オカダ コウヘイ

202 佐藤 拓斗 サトウ タクト

203 西岡 政輝 ニシオカ マサキ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



204 本多 智史 ホンダ サトシ 初出場ですが頑張ります

205 大木 慎吾 オオキ シンゴ コロナ感染からの肺炎の後遺症からの復活して再びコンテスト出場になります(´_ゝ`) 頑張ります(´_ゝ`)

206 日比野 能秀 ヒビノ タカヒデ 鳴り物入りで参加を決意しました。結果はどうあれ、必死さを忘れがちな自身に鞭打って挑戦します。

207 武山 浩三 タケヤマ コウゾウ

208 那須 翔太 ナス ショウタ 初コンテスト入賞目指して頑張ります。

209 一条 祐太 イチジョウ ユウタ 大会終了後ハンバーガー食べたいです。

210 赤松 翼 アカマツ ツバサ 初出場楽しみます！

211 長谷川 稜真 ハセガワ リョウマ

212 佐藤 亘 サトウ ワタル 大学生活最後の挑戦をしに参りました。僕の勇姿を見届けてください！！

213 上野 幸一郎 ウエノ コウイチロウ 本日、37歳になりました！だから何？ってならないよう頑張ります！

214 河野 一誠 カワノ イッセイ 大学2年生です。優勝しか見てません。

215 柳川 誠陽 ヤナガワ トモハル 悔いのないように頑張ります

216 中野 剣太郎 ナカノ ケンタロウ フェンシングで鍛え上げた身体で優勝目指します

217 赤井 拓 アカイ タク

　■176㎝以下級 （20名）

NO 選手からのコメント

218 丸山 悠介 マルヤマ ユウスケ

219 儀間 敬全 ギマ ヨシマサ

220 川瀬 稔 カワセ ミノル ステージを楽しみたいと思います

221 小林 丈二 コバヤシ ジョウジ

222 加藤 泰典 カトウ ヤスノリ 市営ジムでトレーニングしています。雑草魂で頑張ります。

223 飛田 雄也 トビタ ユウヤ
新型コロナウイルス感染症拡大のなか、地元名古屋で本大会を開催していただきありがとうございます。全力を尽くしますので応援よろし

くお願い致します！

224 堀田 例志 ホッタ レイジ 初めてのWエントリーがんばります！

225 倉嶌 友貴 クラシマ トモキ
はじめてのフィジークです。鈴木雅塾で得た全てを出し切ります。雅大先生にファーストコール呼ばれたら絶頂です！！大会が催されるこ

とに感謝してステージに立ちます。

226 小林 恭佑 コバヤシ キョウスケ 新人の部では優勝目指して頑張ります！176cm以下級では胸を借りるつもりで臨みたいです

227 吉井 亮介 ヨシイ リョウスケ コンテスト初挑戦です、頑張ります。

228 鴨川 竜壱 カモガワ リュウイチ

229 伊豆原 大寅 イズハラ ダイゴ

230 坂田 賢伍 サカタ ケンゴ 全力を尽くして頑張ります。

231 木曽 達也 キソ タツヤ

232 近藤 雄太 コンドウ ユウタ フィジーク初挑戦！自信のある部位は肩です！入賞したいです！！

233 平川 和樹 ヒラカワ カズキ

234 長屋 昴 ナガヤ スバル
フィジークとしては今回が初挑戦です。フィジーク人生の第一歩として後悔を残さないよう努力と研究を重ねてきました。その成果を全力

のステージングで披露します。

235 白星 歩 シラホシ アユム

236 和田 唯吹 ワダ イブキ ひつまぶしが食いてぇぇ

237 大川 拓真 オオカワ タクマ 初めての大会、気合い入れて頑張ります。

　■176㎝超級 （27名）

NO 選手からのコメント

238 松尾 兼輔 マツオ ケンスケ 過去最高出せるように頑張ります

239 上田 泰誠 ウエダ タイセイ

240 川崎 絃生 カワサキ ゲンキ

241 田川 裕也 タガワ ユウヤ 夏のBBQを我慢して調整してきました。

242 池田 一将 イケダ カズマサ 西区の厚切りステーキのたわらやをどうぞ宜しくお願い致します！

243 本田 寛之 ホンダ ヒロユキ よろしくお願いします。

244 生田 俊宏 イクタ トシヒロ 上位入賞目指して頑張ります！

245 仲座 圭亮 ナカザ ケイスケ 優勝目指します！！！

246 原 博司 ハラ ヒロシ 奥さんと奥さんのご家族に届けます！

247 大野 達矢 オオノ タツヤ

248 本間 毅史 ホンマ ツヨシ 頑張ります

249 狐塚 一基 コヅカ カズキ

250 鯉沼 希望 コイヌマ ノゾミ 初めての大会なので緊張しますね

251 藤山 繁 フジヤマ シゲル 全力で挑みます。僕の体を見ててください。

252 三井 剛 ミツイ ツヨシ 初大会なので最高のコンディションを持ってこれるように頑張ります。

253 坂久保 孝平 サカクボ コウヘイ 何がなんでも勝つぞい

254 鈴木 一輝 スズキ カズキ メンズフィジークの競技では初出場になりますが優勝狙って頑張りたいです。

255 川原 章 カワハラ ショウ 初大会ですが、自衛隊の名に恥じぬよう全力で臨みます！

256 鈴木 勇多 スズキ ユウタ 初めての大会楽しんでいきたいです。

257 樋口 祐亮 ヒグチ ユウスケ 初めての大会出場です。やれることをやりきり、当日は楽しみたいと思います。

258 武藤 颯希 ムトウ リュウキ

259 小高 裕斗 オダカ ユウト フィジーク初挑戦です。楽しみたいです！

260 山崎 純平 ヤマザキ ジュンペイ ここ2ヶ月間カレーしか考えてませんでしたので、勝って気持ちよく食べたいです。

261 松田 亮 マツダ リョウ 初挑戦、初大会です。色んな方に支えられてここまできました。恩返しできるよう結果で返します！

262 松下 貴洋 マツシタ タカヒロ ベストを尽くします！

263 落合 正博 オチアイ マサヒロ

264 栗山 豪平 クリヤマ ゴウヘイ 大会初出場ですががんばります。

265 廣田 歩 ヒロタ アユム

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （7名）

NO 選手からのコメント

266 山下 駿平 ヤマシタ シュンペイ

267 青山 和希 アオヤマ カズキ 運動生理学と機能解剖学の結晶をぜひご覧ください

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



268 藤山 繁 フジヤマ シゲル 全力で挑みます。僕の体を見ててください。

269 小無田 健 コムタ ケン 初出場ですが精一杯頑張ります！

270 安田 賢一 ヤスダ ケンイチ 楽しみます

271 尾川 賢人 オガワ ケント 初出場です。全力を尽くします！

272 橋本 燎 ハシモト リョウ 一般クラスとのダブルエントリーTOP3狙います

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

273 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

　■大学生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

274 佐野 大樹 サノ タイキ

275 山本 博章 ヤマモト ヒロアキ

　■168㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

276 中西 貴大 ナカニシ タカヒロ まだまだ未熟ですが、高いモチベーションで大会に挑みます。

277 林 正輝 ハヤシ マサテル 今年完全燃焼する為にこの大会にエントリーを決めました。精一杯出し切ります！

278 土居 弘明 ドイ ヒロアキ 頑張ります

279 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ

280 佐野 大樹 サノ タイキ

　■175㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

281 長野 友貴 ナガノ トモキ 頑張ります

282 佐藤 拓斗 サトウ タクト

283 山下 駿平 ヤマシタ シュンペイ

284 青山 和希 アオヤマ カズキ 運動生理学と機能解剖学の結晶をぜひご覧ください

285 山本 博章 ヤマモト ヒロアキ

　■175㎝超級 （2名）

NO 選手からのコメント

286 芳賀 涼平 ハガ リョウヘイ

今年6月、10万人に1人の確率で発症するギランバレー症候群と言う病気にかかり、神経がやられ手脚が動かなくなり、入院して寝たきり生

活を送りました。歩くのが精一杯で、握力8kg、自重スクワットが1回も出来なくなり、今年のボディビルコンテストは完全に諦めてまし

た。しかし、徐々に病状が回復して1%でも可能性があるならもう一回挑戦したい。と思い減量を再開してリハビリを続けて今日を迎えまし

た。少しでも元気になった姿を皆様に見せたいと思い、今日は横浜から来ました。よろしくお願い致します。

287 藤山 繁 フジヤマ シゲル 全力で挑みます。僕の体を見ててください。

【ボディビル】

　■新人の部 （12 名）

NO 選手からのコメント

288 伊藤 翼 イトウ ツバサ 初めてですが頑張ります！煉獄さんになりきります！

289 梅木 遼太郎 ウメキ リョウタロウ 人生初のボディビル大会、全力で挑みます。

290 中村 充宏 ナカムラ ミツヒロ

291 金久保 悠希 カナクボ ユウキ 入賞頑張ります

292 鈴木 達哉 スズキ タツヤ 初めて出場しますが、精一杯頑張ります。

293 川久保 大海 カワクボ ヒロミ 頑張り豆大福

294 小川 銀次 オガワ ギンジ

295 曽我 和生 ソガ カズキ 頑張ります

296 濱口 智明 ハマグチ トモアキ
今年、ゴールドジムさんに入会し、トレーニングの面白さにどっぷり浸かってしまいました。中年に夢を与えてくれて、ありがとうござい

ます。どんどん変わっていく自分の体に驚いてます。

297 小松 幹典 コマツ ミキノリ コンテスト初出場ですが精一杯頑張りたいと思います！

298 塩野 遥寿 シオノ ハルヒサ 誇れる自分になるために！私…勝ちます！

299 日比野 将大 ヒビノ ショウダイ 合戸孝二さんがきっかけでボディビルを始めました。まだまだ細いですが、これから頑張っていきたいです。

　■大学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

300 日比野 将大 ヒビノ ショウダイ 合戸孝二さんがきっかけでボディビルを始めました。まだまだ細いですが、これから頑張っていきたいです。

　■ジュニアの部 （4名）

NO 選手からのコメント

301 米山 琢磨 ヨネヤマ タクマ

302 鳥居 諒 トリイ リョウ 精一杯頑張ります！

303 長谷川 輝 ハセガワ テル

304 荘田 巧登 ショウダ タクト 自分の納得いくステージになるように頑張ります。

　■マスターズの部 （6名）

NO 選手からのコメント

305 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ ベストを尽くします。

306 辻 淳一郎 ツジ ジユンイチロウ 頑張りますよろしくお願いします

307 青木 由希 アオキ ヨシキ

308 久保田 宏之 クボタ ヒロユキ

309 浦上 孝之 ウラガミ タカユキ 出来る限りの事はやりきります。

310 長谷川 修也 ハセガワ シュウヤ 楽しみたい

　■65kg以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

311 岡 義貴 オカ ヨシタカ 今年からボディビルに挑戦しました。全力尽くします。

312 大和 龍生 ヤマト リュウセイ 精一杯頑張ります

313 吉松 純一 ヨシマツ ジュンイチ 広島からの参加になります

314 米山 琢磨 ヨネヤマ タクマ

315 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ ベストを尽くします。

　■70kg以下級 （6名）

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



NO 選手からのコメント

316 神亀 空仁 ジンキ タカヒト 3年ぶりの大会出場です。一生懸命、頑張ります！！

317 福島 翔平 フクシマ ショウヘイ

318 山本 昌弘 ヤマモト マサヒロ 全力を尽くします

319 鳥居 諒 トリイ リョウ 精一杯頑張ります！

320 辻 淳一郎 ツジ ジユンイチロウ 頑張りますよろしくお願いします

321 伊藤 翼 イトウ ツバサ 初めてですが頑張ります！煉獄さんになりきります！

　■75kg以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

322 冨田 大一 トミタ ダイイチ

323 松岡 洋輝 マツオカ ヒロキ

324 田ノ岡 憲司 タノオカ ケンジ

325 佐藤 拓斗 サトウ タクト

326 青山 和希 アオヤマ カズキ 運動生理学と機能解剖学の結晶をぜひご覧ください

327 安田 賢一 ヤスダ ケンイチ 楽しみます

328 梅木 遼太郎 ウメキ リョウタロウ 人生初のボディビル大会、全力で挑みます。

329 中村 充宏 ナカムラ ミツヒロ

330 金久保 悠希 カナクボ ユウキ 入賞頑張ります

　■75kg超級 （2名）

NO 選手からのコメント

331 芳賀 涼平 ハガ リョウヘイ

今年6月、10万人に1人の確率で発症するギランバレー症候群と言う病気にかかり、神経がやられ手脚が動かなくなり、入院して寝たきり生

活を送りました。歩くのが精一杯で、握力8kg、自重スクワットが1回も出来なくなり、今年のボディビルコンテストは完全に諦めてまし

た。しかし、徐々に病状が回復して1%でも可能性があるならもう一回挑戦したい。と思い減量を再開してリハビリを続けて今日を迎えまし

た。少しでも元気になった姿を皆様に見せたいと思い、今日は横浜から来ました。よろしくお願い致します。

332 青木 由希 アオキ ヨシキ

※ゼッケンナンバー、出場者は変更になる場合がございます。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ


