
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （10名）

NO 選手からのコメント

1 高村 奈緒美 タカムラ ナオミ 50代最後をご覧あれ。白衣からの脱皮。

2 下方 有紀 シモカタ ユキ

3 澁谷 実加 シブヤ ミカ 前回の愛知大会のリベンジに挑みたいと思います。

4 沼澤 詠海 ヌマザワ エイミ 体型にずっとコンプレックスがあった自分。5月から始めた初めてのトレーニング・そして初めての大会！思い切り楽しみたいです！

5 荒木 久美 アラキ ヒサミ きらきら輝いてステージに立ちたいです。

6 根岸 沙織 ネギシ サオリ 大会初出場で緊張しますが楽しみたいと思います。

7 森木 景子 モリキ ケイコ
トレーニングが大好きです！ 憧れのバルクのあるカッコ良い身体を目指して、いっぱいダンベルを持ち上げてきました。この大会もこれからも、目標に近付くために頑張りま

す！

8 倉田 梨絵 クラタ リエ 初めての大会参加ですが、最後まで頑張ります！

9 金子 夏美 カネコ ナツミ

10 荒木 美絵子 アラキ ミエコ 前回の大会より、少しでも成長した姿を披露したいです！！

　■163㎝以下級 （7名）

NO 選手からのコメント

11 今村 菜摘子 イマムラ ナツコ 日々変化すること、マッスルゲートのステージに上がれることを楽しみ、ベストを尽くします！

12 田口 愛理 タグチ アイリ 初出場です、とにかく楽しみます！

13 伊東 良子 イトウ リョウコ 初めてのマッスルゲートです。筋トレ歴一年ですが競技への想いは負けません！皆様応援ありがとうございます、宜しくお願い致します。

14 牧田 実穂 マキタ ミホ 当日まで全力でトレーニングし、当日は自分のBESTを尽くせるように頑張りたいです

15 小野 好恵 オノ ヨシエ 初めての大会です。体と心の変化を表現できたらと思っています。宜しくお願いいたします。

16 美田 佳穂 ミタ カホ

17 服部 めぐみ ハットリ メグミ

1年半で20kgの減量に成功してトレーニングで体が変わっていく楽しさに目覚めました！！40歳の節目にボディコンテスト出場したいと調べている中でマッスルゲートのレギン

スカテゴリーの存在を知り、今の自分がどこまで通用するか試してみたいと思いエントリーしました。今のところ力仕事で育てた広背筋以外は自信がありませんが（笑）あと

1ヵ月全力でトレーニングをして当日挑みたいと思いますので宜しくお願い致します

　■163㎝超級 （6名）

NO 選手からのコメント

18 飯塚 麻記 イイヅカ マキ 初めての大会、楽しみます！

19 畠山 遥菜 ハタケヤマ ハルナ 頑張ります！

20 川村 美保子 カワムラ ミホコ

21 大森 瑠菜 オオモリ ルナ

22 吉田 紗綾 ヨシダ サアヤ 初めての大会で緊張しておりますが精一杯頑張りたいと思います。

23 黄野 春霞 コウノ ハルカ フィットネスインストラクターとしてお客様のために、それから自分のために、今までの積み重ねをしっかりと表現できるように頑張ります。

　■学生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

24 鍋島 遥琉 ナベシマ ルル 看護大学に通っており、筋トレと両立するのは大変ですが、やるからにはチャンピョンを取れるように全力で頑張り、楽しみたいです。

25 磯部 美優 イソベ ミユウ シングルマザーで大学通ってます。育児勉強トレーニング、厳しい戦いですがしっかり結果残したいです！

　■35歳以下の部 （4名）

NO 選手からのコメント

26 金子 夏美 カネコ ナツミ

27 荒木 美絵子 アラキ ミエコ 前回の大会より、少しでも成長した姿を披露したいです！！

28 飯塚 麻記 イイヅカ マキ 初めての大会、楽しみます！

29 森木 景子 モリキ ケイコ
トレーニングが大好きです！ 憧れのバルクのあるカッコ良い身体を目指して、ダンベルをいっぱい持ち上げてきました。この大会もこれからも、目標に近付くために頑張りま

す！

　■50歳以下の部 （12名）

NO 選手からのコメント

30 今村 菜摘子 イマムラ ナツコ 私史上一番の姿でステージを楽しみたいです。

31 下方 有紀 シモカタ ユキ

32 澁谷 実加 シブヤ ミカ 前回の愛知大会で１位に届かなかったのでその悔しさをバネにリベンジしに挑みます。

33 山口 留理 ヤマグチ ルリ 何歳になっても進化するぞ！

34 山口 優子 ヤマグチ ユウコ
納棺師という仕事柄、色んな方の最後を見送っているので、長いようで短い人生の最後、私を知っている仲間からは「筋トレ好きがこうじてコンテストに出てたよね」とか思

い出してもらったり「これもおばあちゃんだよ」と(まだいませんが)孫に話題提供出来るように日々の筋トレに力を入れてきました。

35 宗石 知子 ムネイシ トモコ

36 川村 美保子 カワムラ ミホコ

37 倉田 梨絵 クラタ リエ 大会初参加ですが、最後まで頑張ります！！

38 坂東 美智子 バンドウ ミチコ 新しいことへのチャレンジ！

39 佐野 瑞穂 サノ ミズホ
筋トレ歴4年。はじめたきっかけは痩せて綺麗になりたい！慢性的な腰痛や肩こりを治したい！とゆう理由から、1年後にはボディコンテストに出場するまでにボディメイクに

目覚めてしまいました。日頃のトレーニングの成果を出せるよう自信をもってステージに立てるようにがんばります！

40 杉山 麻衣子 スギヤマ マイコ
毎日、筋トレとランニング10キロを続けています。趣味は、エアロビクスです。元気に運動できるように、応援、協力してくれる方々に感謝の気持ちを込めて、日頃の成果を

出し切りたいと思います！

41 小野 好恵 オノ ヨシエ 初めての大会です。体と心の変化を表現できたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

　■65歳以下の部 （5名）

NO 選手からのコメント

42 渡辺 恵美 ワタナベ エミ 初めて参加するカテゴリーなので楽しみです。当日までしっかりトレーニングがんばります。

43 荒木 久美 アラキ ヒサミ

44 高村 奈緒美 タカムラ ナオミ 甦る青春。頑張った筋肉達にスポットライトを。

45 鈴木 紀子 スズキ ノリコ
看護師、主婦業に追われながらも、身体を動かす事が好きで、トレーニングを、細々と続けてきました。      来年5月に、還暦になるため、50代最後の思いで出に、大会初出場

を決めました。若い人達に刺激を受けながら、歳をとっても、頑張れると言う気持ちを持ち続けたいです。どうぞよろしくお願いします。

46 田村 嘉子 タムラ ヨシコ マッスルゲート初挑戦です。50歳からボディメイクを始めました。何歳からでも身体は作れると信じ、これからも頑張ります!!

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

47 遠藤 有彩 エンドウ アリサ

48 山本 梨裟 ヤマモト リサ 今シーズン最後のコンテスト、良いステージが出来るよう精一杯努力致します

49 原田 奈美 ハラダ ナミ 日々の努力の結果を見せられたらと思います。

50 通事 彩加 トオジ アヤカ 大会を開催して頂きありがとうございます！全力でステージを楽しみます！

51 荒木 美絵子 アラキ ミエコ 前回の大会より、少しでも成長した姿を披露したいです！！

　■35歳未満163㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

52 石川 聖子 イシカワ ショウコ

53 李 鴻恩 リ コウオン 友達紹介

54 飯島 利恵 イイジマ トシエ 大会初出場です。今年、難病が見つかり落ち込んでいましたが何か目標を持ちたい！と思いボディメイクを始めました。最後まで笑顔で頑張ります

2021年10月30日（日）マッスルゲート静岡大会エントリー
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55 牧田 実穂 マキタ ミホ

今回の大会は、みんなより短い期間の中とにかく、必死で追いつこうと毎日トレーニングしてきました。トレーニングする中で何回も挫折しそうになったり諦めそうになった

こともありましたが、トレーナーさん家族、友達などの支えや応援があり、頑張って来れました。なのでトレーナーさん、家族、友達の為にも優勝目指して頑張ってきまし

た。絶対 いい結果を帰って報告したいです

56 高橋 ひかる タカハシ ヒカル 優勝しか考えてません。優勝し、誰かに挑戦する勇気を与える。幸せを広げるために、挑戦し続けます。

57 伊東 良子 イトウ リョウコ 初めてのマッスルゲートです。筋トレ歴一年ですが競技への想いは負けません！皆様応援ありがとうございます、宜しくお願い致します。

　■35歳未満163㎝超級 （6名）

NO 選手からのコメント

58 大森 瑠菜 オオモリ ルナ

59 北澤 佑衣菜 キタザワ ユイナ

60 山崎 裕子 ヤマサキ ユウコ 3年ぶりにフィットネスの大会に挑戦した年となりました。今年最後の大会なので楽しみたいと思います。

61 木戸 優香 キド ユウカ

62 山本 真由 ヤマモト マユ

63 片岡 笑里 カタオカ エミリ

　■35歳以上160㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

64 渡井 博子 ワタイ ヒロコ 地元富士での大会開催ありがとうございます。 子供達に背中を魅せられるように頑張ります。

65 遠藤 優子 エンドウ ユウコ トレーニングを始めて1年、師に「この大会にエントリーしてみたら？」と言っていただき、決意いたしました。

66 松藤 寛美 マツフジ ヒロミ 今できる事を。今しかできない事を。頑張ります。そして楽しみます。

　■35歳以上160㎝超級 （5名）

NO 選手からのコメント

67 小川 ひとみ オガワ ヒトミ 今年初出場になります。たくさんの人に支えられてこの日を迎えることが出来ました。これまでの成果を出し切りたいと思います。

68 高戸 千晴 タカド チハル ビキニデビュー戦になります。宜しくお願いいたします。

69 海野 恵子 ウンノ ケイコ

ダイエット目的でトレーニングを始めました。今では年齢に負けない身体を目指してトレーニングをしています。子供の頃から人前に立ち自分を表現することが苦手で自信が

なくネガティブな自分がコンプレックスでした。ですが、トレーニングを通して変わってきた身体や少し自分にも自信が持てるようになり、そんな自分をステージで表現でき

たらと思いアラフィフからのチャレンジでエントリーしました。

70 山口 留理 ヤマグチ ルリ 何歳になっても進化するぞ！

71 宗石 知子 ムネイシ トモコ

【ボディフィットネス】 （4名）

NO 選手からのコメント

72 渡井 博子 ワタイ ヒロコ ボディフィットネス初挑戦です。よろしくお願いします。

73 勝見 日出子 カツミ ヒデコ 初めての参加です緊張しないで、笑顔で頑張りたいと思います

74 美田 佳穂 ミタ カホ

75 伊東 良子 イトウ リョウコ 初めてのマッスルゲートです。筋トレ歴一年ですが競技への想いは負けません！皆様応援ありがとうございます、宜しくお願い致します。

【女子フィジーク】 （2名）

NO 選手からのコメント

76 石川 由季 イシカワ ユキ
トレーニングを始めて一年未満で、舞台に立たせてもらえるところまで引っ張ってくれたゴールドジムと、何度も挫折して諦めそうになった私を支え続けてくれた仲間に感謝

して、自分の力の無さを感じながらも、ここに立ちます。私を見てください。ゴールドジムの魔法で、私は人生で一番輝けた自分でいれることを願ってます。

77 近藤 千晶 コンドウ チアキ

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

78 中村 祐太 ナカムラ ユウタ

79 五十嵐 徹 イガラシ トオル

80 中柴 千聖 ナカシバ チサト

81 遠藤 由人 エンドウ ユウト ボディーメイクを初めて一年になりますが、自分がどこまでのレベルなのか挑戦したい思い参加を決めました。初めての大会ですが、全力を出したいと思います！

82 石橋 侑汰 イシバシ ユウタ はじめての大会参加ですが楽しみたいと思います！

　■172㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

83 渡井 翔 ワタイ ショウ

84 土田 俊助 ツチダ シュンスケ 今年もトレーニングがんばっちゃ！

85 横堀 浩孝 ヨコボリ ヒロタカ 応援してくれる、家族への感謝！！

86 山本 明良 ヤマモト アキラ 船乗りとして、本物の海が似合う男の身体になれるよう、優勝目指して頑張ります！

　■176㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

87 深澤 綾 フカザワ リョウ 筋トレ歴1年目です。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

88 寺本 昂平 テラモト コウヘイ

89 肥満 孝史 ヒマン タカシ トレーニング歴は長いですがコンテストは初めてです。せっかくボディメイクしてるので一度くらいは参加しておこうと思ってエントリーしました。

90 佐野 亜也樹 サノ アヤキ 頑張ります。

91 竹村 彰太 タケムラ ショウタ 全力で頑張ります！応援お願いします！

92 ドフィ チェン ドフィ チェン

93 星野 寛人 ホシノ ヒロト

94 前川 海裕 マエガワ ミヒロ 勝って、さわやかのハンバーグ食べに行きます。

95 関根 拓実 セキネ タクミ 今年、メンズフィジーク初挑戦です。連戦の3戦目なので結果を残せる様全力で頑張ります！

96 鈴木 陽 スズキ ヒナタ 精一杯頑張ります！！

97 松川 達也 マツカワ タツヤ 世界遺産を見て感動するように。体で感動を届けます。

98 谷田部 拓磨 ヤタベ タクマ 支えて頂いた全ての方々へ感謝を込めて、全力で臨みます。 よろしくお願い致します。

99 川合 康介 カワイ コウスケ 初出場ですが、精一杯頑張ります。

100 石田 陸 イシダ リク 学生生活の最後にコンテスト初挑戦します!

101 山本 丈 ヤマモト タケル 最高のパフォーマンスを魅せて優勝します

102 橋詰 衛 ハシヅメ マモル 絶対優勝。

103 山本 明良 ヤマモト アキラ 船乗りとして、本物の海が似合う男の身体になれるよう、優勝目指して頑張ります！

104 佐久間 脩 サクマ シュウ 2年前、大会への挑戦を断念した悔しさをこの大会にぶつけます！

105 大西 拓夢 オオニシ タクム

106 伊東 武瑠 イトウ タケル 2年前のボディビル大会では3位だった為、地元富士市で開催される今大会では優勝目指して頑張ります。

107 久野 夏輝 クノ ナツキ 応援宜しくお願いします。

108 仲亀 涼 ナカガメ リョウ 20代ラストの年に地元での大会開催。挑戦せずにはいられませんでした。精一杯楽しみます！

109 加納 宇翔 カノウ ウジョウ 初めてのコンテスト入賞目指して頑張ります

110 吉田 雅 ヨシダ マサシ 初の大会。絞った自分を見て、次に繋げていきたい。

111 桜田 皓己 サクラダ ヒロキ

112 藪下 翔 ヤブシタ カケル 初めての大会ですが、優勝目指して頑張ります。

113 長沢 燎 ナガサワ リョウ 優勝に向けて全力で取り組んできた日々の成果を全部出し切ります。よろしくお願いします。
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114 芳賀 源太 ハガ ゲンタ 初出場ですが、ベスト5には入れるように頑張ります！

115 舘 勇弥 タテ ユウヤ 初の大会なので悔いの残らないように楽しむ

116 稲部 章義 イナベ アキヨシ

117 吉田 晋哉 ヨシダ シンヤ

118 川口 大貴 カワグチ ダイキ 初参加なので楽しみます!

119 中柴 千聖 ナカシバ チサト

120 遠藤 由人 エンドウ ユウト ボディーメイクを初めて一年になりますが、自分がどこまでのレベルなのか挑戦したい思い参加を決めました。初めての大会ですが、全力を出したいと思います！

121 横堀 浩孝 ヨコボリ ヒロタカ 応援してくれる、家族への感謝！！

122 木下 友希 キノシタ トモキ

123 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

124 西塔 真広 サイトウ マヒロ

125 紺野 暖人 コンノ ハルト 学生生活の集大成。初大会頑張ります！

126 小関 海都 オゼキ カイト 大変な状況下ですが、大会を開催していただきありがとうございます。ステージに立てる喜びを全力で表現します。

127 藤本 幸希 フジモト コウキ

　■新人の部172㎝超級 （28名）

NO 選手からのコメント

128 酒井 公輔 サカイ コウスケ 初出場です。爪痕残したいです。

129 大島 風弥 オオシマ カザネ 初めての大会なので張り切って頑張りたいと思います。

130 田中 良汰 タナカ リョウタ 自分のやってきたことを信じて頑張ります

131 嶺 翔太郎 ミネ ショウタロウ 全力で頑張ります。

132 岩本 晋 イワモト ススム トレーニングの成果を出して頑張ります。

133 齋藤 聖 サイトウ ショウ トレーニング歴は約10ヶ月。入賞を狙い、この大会を思いっきり楽しみたいと思います。

134 柴田 卓 シバタ スグル 今年初出場なので本気で頑張ってきました。

135 新井 恒輝 アライ コウキ

136 中井 竜之介 ナカイ リュウノスケ
大会初出場になります。元々筋トレ嫌いで、知人のきっかけで初めて1年が経ち、大会に出て優勝したいという思いまで出てくるほど好きになりました。20代ラストイヤーの挑

戦として、よろしくお願い致します。

137 加藤 麻幹 カトウ アサキ 今日は今まで自分がやってきたことを信じて、大会を楽しみたいと思います！

138 石垣 佑二郎 イシガキ ユウジロウ

139 福田 竜麻 フクタ リュウマ

140 中村 航己 ナカムラ コウキ 初大会頑張ります！

141 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ

142 宮崎 武 ミヤザキ タケシ

143 吉本 匠 ヨシモト タクミ

144 古川 臨夢 フルカワ ノゾミ 30歳の記念に初参加。楽しみます！

145 村林 圭 ムラバヤシ ケイ 初めてのコンテスト出場なので新人らしく全力でチャレンジしていきたいと思います。

146 沖津 翔太 オキツ ショウタ

147 深澤 綾 フカザワ リョウ 初挑戦で筋トレ1年目です。悔いのないように今までやってきた成果を発揮できるように頑張ります。

148 加藤 大輔 カトウ ダイスケ 初出場なので頑張ります

149 西山 文翔 ニシヤマ アヤト 初めての大会ですが頑張ります。

150 岡野 晴貴 オカノ ハルキ 初出場！入賞します！

151 金本 貴利 カネモト タカトシ 初めての大会頑張ります！

152 宮谷 佳亜 ミヤタニ ヨシツグ マッスルゲート楽しみます

153 林 大智 ハヤシ ダイチ 頑張ります

154 姜 悠紀 カン ユギ 爪痕残せるように頑張ります！

155 勝又 大 カツマタ ダイ 初めてなので楽しみです。

　■マスターズ172㎝以下級 （7名）

NO 選手からのコメント

156 乾 正樹 イヌイ マサキ 2回目のボディコンテスト。必ずメダルを持ち帰る

157 川崎 泰史 カワサキ ヤスフミ
今まではベストボディジャパンに出場していましたが、より筋量が求められる大会に出たいとこちらの大会に決めました。正直、出場される方は私よりも筋量のすごい方ばか

りだと思いますが、自分を試す場だと思い大会まで精進していきます。

158 守野 潤 モリノ ジュン 初めてのステージです。宜しくお願いいたします。

159 半澤 学 ハンザワ マナブ

160 落合 秀裕 オチアイ ヒデヒロ 楽しみます！

161 池谷 寛 イケヤ ヒロシ 普段からお世話になっているゴールドジムの大会ですので気持ち入ってます！

162 肥満 孝史 ヒマン タカシ トレーニング歴は長いですがコンテストは初めてです。せっかくボディメイクしてるので一度くらいは参加しておこうと思ってエントリーしました。

　■マスターズ172㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

163 滝澤 博文 タキザワ ヒロフミ

　■高校生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

164 木下 友希 キノシタ トモキ

165 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

　■大学生の部 （12名）

NO 選手からのコメント

166 佐久間 脩 サクマ シュウ 2年前、大会への挑戦を断念した悔しさをこの大会にぶつけます！

167 齋藤 聖 サイトウ ショウ トレーニング歴は約10ヶ月。入賞を狙い、この大会を思いっきり楽しみたいと思います。

168 山崎 重輝 ヤマサキ シゲキ 過去最高の身体になると思うので頑張ります！

169 宮崎 武 ミヤザキ タケシ

170 高橋 海 タカハシ カイ 勝ちます

171 西塔 真広 サイトウ マヒロ

172 紺野 暖人 コンノ ハルト 学生生活の集大成。初大会頑張ります！

173 小関 海都 オゼキ カイト 大変な状況下ですが、大会を開催していただきありがとうございます。ステージに立てる喜びを全力で表現します。

174 藤本 幸希 フジモト コウキ

175 姜 悠紀 カン ユギ 爪痕残せるように頑張ります！

176 勝又 大 カツマタ ダイ 初めてなので楽しみです。

177 鈴木 大輝 スズキ タイガ

　■168㎝以下級 （20名）

NO 選手からのコメント

178 高岡 尚裕 タカオカ タカヒロ これまでのトレーニングを信じて全力を出します。

179 小山 直晃 コヤマ ナオアキ 目標はメダルとジャパンカップ出場権の獲得！静岡に童貞フィジーカー旋風を巻き起こします！！

180 渡邉 怜央 ワタナベ レオ

181 蝦名 祐介 エビナ ユウスケ
最高の準備をして当日を迎えたいと思います。自分がどこまでできるか挑戦したいと思います！なるべくクリーンであろう団体の大会に出たいと思い今回はマッスルゲートさ

んに出ることに致しました。必死に身体を作っていきますのでよろしくお願い申し上げます。

182 鈴木 隆浩 スズキ タカヒロ 頑張ります。

183 久野 夏輝 クノ ナツキ 私の身体を目に焼き付けて下さい！

184 阿部 良成 アベ ヨシナリ 本日は楽しみます！

185 鍛冶 友佑 カジ ユウスケ 大学生最後の挑戦です。がんばります。

186 榊原 大史 サカキバラ ダイシ

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



187 箕輪 光喜 ミノワ コウキ 年内最後のチャレンジ！

188 宮本 あきら ミヤモト アキラ 初大会の人です。

189 池之迫 雅幸 イケノサコ マサユキ マッスルゲート初出場ですが、この日の為に一生懸命頑張ってきたので、今日はその全てを出し切りたいと思います！

190 湯淺 友晴 ユアサ トモハル 今日が自分史上1番素敵なボディであるよう精一杯頑張ります。

191 佐野 亜也樹 サノ アヤキ 頑張ります。

192 竹村 彰太 タケムラ ショウタ 全力で頑張ります！応援お願いします！

193 ドフィ チェン ドフィ チェン

194 星野 寛人 ホシノ ヒロト

195 前川 海裕 マエガワ ミヒロ 勝って、さわやかのハンバーグ食べに行きます。

196 関根 拓実 セキネ タクミ 今年、メンズフィジーク初挑戦です。連戦の3戦目なので結果を残せる様全力で頑張ります！

197 鈴木 陽 スズキ ヒナタ 精一杯頑張ります！！

　■172㎝以下級 （28名）

NO 選手からのコメント

198 宮本 雄 ミヤモト ユウ 愛媛のど田舎代表として、ニヤニヤするけんね～

199 常泉 武義 ツネイズミ タケノリ 毎日自分に負けないただ勝つ

200 齋藤 翔太 サイトウ ショウタ

201 伊藤 勝 イトウ マサル 優勝目指して頑張ります。

202 濱崎 航介 ハマサキ コウスケ

203 旭 康輔 アサヒ コウスケ 初めての減量で不安でしたがクロワッサン食べて頑張りました！！

204 和田 英之 ワダ ヒデユキ

205 玉城 舜也 タマシロ シュンヤ 自分史上のベストフィジークを披露します

206 家子 優希 イエコ ユウキ

207 柘植 大介 ツゲ ダイスケ

208 長居 真平 ナガイ シンペイ 自分に勝つ

209 大西 拓夢 オオニシ タクム

210 ゾー タイ ゾー タイ 日本で成績を残してミャンマーへ持ち帰りたい！

211 佐藤 烈 サトウ レツ

212 鈴木 潤 スズキ ジュン

213 上原 流星 ウエハラ リュウセイ

214 今橋 幸輝 イマハシ コウキ

215 渡井 翔 ワタイ ショウ

216 土田 俊助 ツチダ シュンスケ 今年もトレーニングがんばっちゃ！

217 山嶋 善博 ヤマシマ ヨシヒロ

218 松川 達也 マツカワ タツヤ 世界遺産を見て感動するように。体で感動を届けます。

219 谷田部 拓磨 ヤタベ タクマ 支えて頂いた全ての方々へ感謝を込めて、全力で臨みます。 よろしくお願い致します。

220 川合 康介 カワイ コウスケ 初出場ですが、精一杯頑張ります。

221 石田 陸 イシダ リク 学生生活の最後にコンテスト初挑戦します!

222 山本 丈 ヤマモト タケル 最高のパフォーマンスを魅せて優勝します

223 橋詰 衛 ハシヅメ マモル 絶対優勝。

224 山本 明良 ヤマモト アキラ 船乗りとして、本物の海が似合う男の身体になれるよう、優勝目指して頑張ります！

225 佐久間 脩 サクマ シュウ 2年前、大会への挑戦を断念した悔しさをこの大会にぶつけます！

　■176㎝以下級 （2０名）

NO 選手からのコメント

226 西川 僚 ニシカワ リョウ

227 沖津 翔太 オキツ ショウタ

228 坂井 陽介 サカイ ヨウスケ このような状況下の中で、無事に大会が開催され出場出来ることを嬉しく思います。精一杯頑張ります。

229 鴨川 竜壱 カモガワ リュウイチ

230 小島 英敬 コジマ ヒデアキ 魅せます！楽しみます！

231 里森 健人 サトモリ ケント 山宮・北山の田舎者でも努力すれば叶う！！

232 倉嶌 友貴 クラシマ トモキ 大会を運営していただき感謝申し上げます。まずはステージに立つことを目標に。無事、ステージに立てたならば全力で力試ししたいと思います！

233 川口 颯大 カワグチ ソウダイ 2回目の大会なので前以上に体仕上げて優勝します

234 川崎 友大 カワサキ ユウタ

235 深澤 圭 フカサワ ケイ よろしくお願いします。

236 坂田 賢伍 サカタ ケンゴ

237 永田 大智 ナガタ ダイチ 頑張ります。

238 滝澤 博文 タキザワ ヒロフミ

239 酒井 公輔 サカイ コウスケ 初出場です。爪痕残したいです。

240 大島 風弥 オオシマ カザネ 初めての大会なので張り切って頑張りたいと思います。

241 田中 良汰 タナカ リョウタ 自分のやってきたことを信じて頑張ります

242 嶺 翔太郎 ミネ ショウタロウ 全力で頑張ります。

243 岩本 晋 イワモト ススム トレーニングの成果を出して頑張ります。

244 齋藤 聖 サイトウ ショウ トレーニング歴は約10ヶ月。入賞を狙い、この大会を思いっきり楽しみたいと思います。

245 山崎 重輝 ヤマサキ シゲキ 過去最高の身体になると思うので頑張ります！

　■176㎝超級 （2４名）

NO 選手からのコメント

246 田尻 大志 タジリ ダイシ

247 勝亦 悠貴 カツマタ ユウキ 全身全霊を尽くすのみ！

248 金 孝幸 コン タカユキ ジャパンカップに出場出来るよう頑張ります。

249 鈴木 一輝 スズキ カズキ 自分のできることを全てやって優勝狙って頑張りたいです。

250 渡辺 健太 ワタナベ ケンタ １年間の成果を披露できればいいなと思っています。頑張ります！

251 嵯峨 康彰 サガ ヤスアキ

252 鴨川 大輝 カモガワ ダイキ

253 廣瀬 亮 ヒロセ リョウ

254 江田 大和 エダ ヤマト 教えられてきたことを忠実にやっていきたいと思います。

255 山本 善直 ヤマモト ヨシナオ

256 西山 文翔 ニシヤマ アヤト 初めてのコンテストですが頑張ります！

257 桑山 央嵩 クワヤマ ヒロタカ チャレンジャー

258 中川 燎 ナカガワ リョウ 頑張ります！宜しくお願いします！

259 落合 駿太 オチアイ シュンタ やり切ります

260 柴田 卓 シバタ スグル 今年初出場なので本気で頑張ってきました。

261 新井 恒輝 アライ コウキ

262 中井 竜之介 ナカイ リュウノスケ
大会初出場になります。元々筋トレ嫌いで、知人のきっかけで初めて1年が経ち、大会に出て優勝したいという思いまで出てくるほど好きになりました。20代ラストイヤーの挑

戦として、よろしくお願い致します。

263 加藤 麻幹 カトウ アサキ 今日は今まで自分がやってきたことを信じて、大会を楽しみたいと思います！

264 石垣 佑二郎 イシガキ ユウジロウ

265 福田 竜麻 フクタ リュウマ

266 中村 航己 ナカムラ コウキ 初大会頑張ります！

267 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



268 宮崎 武 ミヤザキ タケシ

269 高橋 海 タカハシ カイ 勝ちます

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （10名）

NO 選手からのコメント

270 竹村 彰太 タケムラ ショウタ 全力で頑張ります！応援お願いします！

271 櫻井 聖 サクライ アキラ

272 中村 航己 ナカムラ コウキ 初大会頑張ります！

273 滝島 幹太 タキシマ カンタ 初めてですが、がんばります。

274 清水 明 シミズ アキラ

275 彭 仁正 ホウ ジンセイ 自分らしく、健康的な身体作りたい

276 伊東 武瑠 イトウ タケル 2年前のボディビル大会では3位だった為、地元富士市で開催される今大会では優勝目指して頑張ります。

277 西塔 真広 サイトウ マヒロ

278 加藤 大輔 カトウ ダイスケ 初出場なので頑張ります

279 木下 友希 キノシタ トモキ

　■高校生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

280 高野 恭平 タカノ キョウヘイ

281 木下 友希 キノシタ トモキ

　■大学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

282 佐々木 千秋 ササキ チアキ 大学ではお笑いサークルに所属しています。笑いと筋肉の両立してやります

　■168㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

283 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ

284 渡邉 怜央 ワタナベ レオ

285 榊原 大史 サカキバラ ダイシ

286 竹村 彰太 タケムラ ショウタ 全力で頑張ります！応援お願いします！

　■175㎝以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

287 小川 隼斗 オガワ ハヤト 初めての大会ですが、結果を残して来年以降にも繋げられるようにします！

288 久保田 宏之 クボタ ヒロユキ

289 椎名 拓也 シイナ タクヤ 煮えてなんぼのおでんに候

290 佐々木 功 ササキ イサオ
６６歳、50歳台の選手と競うのは厳しいですが、3歳年上の私の師匠9月19日の全日本マスターズ優勝目指して頑張っている姿を見れば予選突破目指して頑張ねば。クラシック

フィジークは、孫みたいな選手と同じステージに立てるだけで幸せです。

291 菅沼 良成 スガヌマ リョウセイ 人生初の大会楽しみたいです。

292 小林 裕弥 コバヤシ ユウヤ 初めて応援に来てもらえる大会なので、トレーニングの成果を充分に見せます！笑顔でポージング！！

293 常泉 武義 ツネイズミ タケノリ 毎日自分に負けないただ勝つ

294 川崎 友大 カワサキ ユウタ

295 櫻井 聖 サクライ アキラ

　■175㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

296 小野寺 風季 オノデラ フウキ

297 江田 大和 エダ ヤマト 教えられてきたことを忠実にやっていきたいと思います。

298 中村 航己 ナカムラ コウキ 初大会頑張ります！

【ボディビル】

　■新人の部 （12名）

NO 選手からのコメント

299 松村 啓生 マツムラ ヒロキ 全力で楽しみながら頑張ります！

300 長山 陽一 ナガヤマ ヨウイチ トレーニングも仕事でタンスを持つことも大好きです

301 保坂 和輝 ホサカ カズキ コーラが好きです。もう3年くらい飲んでいません。味は忘れました。

302 岡本 隆矢 オカモト リュウヤ 妻へ。子供が産まれて1年。子育て、仕事、大変な時期に、大会の出場を後押ししてくれてありがとう。明日は妻の誕生日です。妻に最高の絞りをプレゼントします。

303 松久 慎吾 マツヒサ シンゴ 初めてのコンテスト頑張ります

304 小山 一基 コヤマ カズキ

305 君島 悠平 キミジマ ユウヘイ 頑張るぞー！えいえい、むん！

306 大野 憲司 オオノ ケンジ 初めての大会出場なので頑張ります。

307 林 大智 ハヤシ ダイチ 頑張ります

308 木下 友希 キノシタ トモキ

309 日比野 将大 ヒビノ ショウダイ まだまだ体は未熟ですが、頑張ります。

310 西塔 真広 サイトウ マヒロ

　■ジュニアの部 （6名）

NO 選手からのコメント

311 杉浦 晴陽 スギウラ ハルヒ 今までの成果が出せるよう頑張ります。

312 伊東 武瑠 イトウ タケル 2年前のボディビル大会では3位だった為、地元富士市で開催される今大会では優勝目指して頑張ります。

313 松村 啓生 マツムラ ヒロキ 全力で楽しみながら頑張ります！

314 石原 晃介 イシハラ コウスケ

315 椎名 拓也 シイナ タクヤ 煮えてなんぼのおでんに候

316 小山 一基 コヤマ カズキ

　■マスターズの部 （5名）

NO 選手からのコメント

317 山田 佳弘 ヤマダ ヨシヒロ 心臓弁膜症の手術をして1年。こうしてステージに立てる事に感謝をし、楽しみたいと思います。

318 菊地 浩三 キクチ コウゾウ ボディビルに年齢は関係ない！

319 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ

320 久保田 宏之 クボタ ヒロユキ

321 佐々木 功 ササキ イサオ
６６歳、50歳台の選手と競うのは厳しいですが、3歳年上の私の師匠9月19日の全日本マスターズ優勝目指して頑張っている姿を見れば予選突破目指して頑張ねば。クラシック

フィジークは、孫みたいな選手と同じステージに立てるだけで幸せです。

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

322 木下 友希 キノシタ トモキ

　■大学生の部 （3名）

NO 選手からのコメント

323 松久 慎吾 マツヒサ シンゴ 初めてのコンテスト頑張ります

324 日比野 将大 ヒビノ ショウダイまだまだ体は未熟ですが、頑張ります。

325 西塔 真広 サイトウ マヒロ

　■65kg級 （9名）

NO 選手からのコメント氏名 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



326 宮原 時彦 ミヤハラ トキヒコ 病み上がりですが、全力を尽くします！

327 嶋村 浩直 シマムラ ヒロナオ

328 杉本 友和 スギモト トモカズ

329 竹村 彰太 タケムラ ショウタ 全力で頑張ります！応援お願いします！

330 杉浦 晴陽 スギウラ ハルヒ 今までの成果が出せるよう頑張ります。

331 伊東 武瑠 イトウ タケル 2年前のボディビル大会では3位だった為、地元富士市で開催される今大会では優勝目指して頑張ります。

332 松村 啓生 マツムラ ヒロキ 全力で楽しみながら頑張ります！

333 長山 陽一 ナガヤマ ヨウイチ トレーニングも仕事でタンスを持つことも大好きです

334 保坂 和輝 ホサカ カズキ コーラが好きです。もう3年くらい飲んでいません。味は忘れました。

　■70kg級 （6名）

NO 選手からのコメント

335 内藤 健二 ナイトウ ケンジ 北斗の拳の伝説を作ります

336 兵頭 祐樹 ヒョウドウ ユウキ 20代最後の大会なので、悔いのない様に頑張ります。

337 岡本 大地 オカモト ダイチ

338 小林 裕弥 コバヤシ ユウヤ 初めて応援に来てもらえる大会なので、トレーニングの成果を充分に見せます！笑顔でポージング！！

339 岡本 隆矢 オカモト リュウヤ 妻へ。子供が産まれて1年。子育て、仕事、大変な時期に、大会の出場を後押ししてくれてありがとう。明日は妻の誕生日です。妻に最高の絞りをプレゼントします。

340 松久 慎吾 マツヒサ シンゴ 初めてのコンテスト頑張ります

　■75kg級 （5名）

NO 選手からのコメント

341 四十物 悠弥 アイモノ ユウヤ

342 西川 僚 ニシカワ リョウ

343 川崎 友大 カワサキ ユウタ

344 石原 晃介 イシハラ コウスケ

345 椎名 拓也 シイナ タクヤ 煮えてなんぼのおでんに候

　■75kg超級 （3名）

NO 選手からのコメント

346 加茂 宏治 カモ コウジ

347 五十嵐 徹 イガラシ トオル

348 小山 一基 コヤマ カズキ

※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


