
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 (10名）

NO 主な戦績 コメント

1 須佐 純子 スサ ジュンコ マッスルゲート東京大会158㎝以下級3位 前回初めて出場して、全てにおいて未熟だったので、今回は前回よりも頑張りたいです！

2 鈴木 花菜 スズキ カナ マッスルゲート九州大会158㎝以下級優勝

3 デルロザリオ 麻衣 デルロザリオ マイ マッスルゲート東京＆宮崎大会優勝、マッスルゲート九州大会3位 大会デビュー1年目の集大成。支えてくれた周りの皆に愛と感謝の気持ちを込めて、笑顔でステージ楽しみます！

4 小儀 有理 コギ ユリ マッスルゲート愛知大会158cm以下級優勝
私が働いている児童館の子どもたちに「またこぎちゃんメダル取ったの？」と驚かせたいので、自分史上1番になれ

るように頑張ります！

5 水野 杏香 ミズノ キョウカ マッスルゲート名古屋大会158㎝以下級優勝 たのしみます！

6 荒木 久美 アラキ ヒサミ マッスルート神奈川大会２位、マッスルゲート静岡大会６５歳以下級優勝

7 中坊 愛 ナカボウ アイ マッスルゲート札幌大会158㎝以下級優勝

8 千田 美樹 センダ ミキ マッスルゲート関西大会158cm以下級 2位

9 小島 英子 コジマ エイコ マッスルゲート東京大会158㎝以下級2位

10 杉山 教枝 スギヤマ ミチエ マッスルゲート札幌大会158㎝以下級2位、65歳以下級優勝

　■163㎝以下級 (11名）

NO 主な戦績 コメント

11 美田 佳穂 ミタ カホ マッスルゲート愛知大会163cm以下級優勝

12 井上 マリア イノウエ マリア マッスルゲート九州大会163cm以下2位＆ビキニ35歳未満163cm以下級優勝 ラスト20代、頑張ります！

13 山崎 耀子 ヤマザキ ヨウコ マッスルゲート東京大会163㎝以下級3位 ベストを尽くせるよう頑張ります。

14 竹田 紗記 タケダ サキ マッスルゲート名古屋大会163㎝以下3位＆35歳以下級 2位
名古屋大会でのリベンジを、このJAPAN CUPで果たします。刈り上げショートがトレードマーク。広背筋とお尻が

１番のポイントです。最高のステージを楽しみたいと思います！

15 室橋 利江 ムロハシ トシエ マッスルゲート東京大会163cm以下級 優勝
今年も色々な挑戦をして来ました。辛い時期もありましたが、何とかここまで来ることが出来たのは、周りの方々

に支えて頂けたお陰だと思っています。その気持ちを舞台で楽しんで表現したいです！

16 今村 菜摘子 イマムラ ナツコ マッスルゲート静岡大会 163cm以下級3位

17 宇野 和佳子 ウノ ワカコ マッスルゲート名古屋大会163cm以下級＆35歳以下級 優勝

18 井上 晴世 イノウエ ハルヨ マッスルゲート関西大会163cm以下級２位
健康でレギンスが似合う体になりたく 日々トレーニングをし今年初挑戦しました。40代最後の年 精一杯笑顔で頑張

ります。

19 加島 彩乃 カシマ アヤノ マッスルゲート札幌大会163㎝以下級 優勝 努力は最大の近道

20 八名 恵理 ヤナ エリ マッスルゲート北陸大会50歳以下の部優勝＆163cm以下級 3位
ウェイトトレーニングで鍛えた「強さ」と、趣味のポールダンスで身につけた「しなやかさ」で美しくステージに

立てるよう励みます。宜しくお願い致します☆

21 山本 祥子 ヤマモト ショウコ マッスルゲート四国大会163cm以下級 優勝

　■163㎝超級 (12名）

NO 主な戦績 コメント

22 中村 藍 ナカムラ アイ マッスルゲート新人戦優勝　マッスルゲート東京163センチ超級優勝

23 諏訪間 恵美 スワマ エミ マッスルゲート愛知大会 163超級 2位 ここまで準備して来たものを出し切って終われるよう、頑張ります！！！

24 菅原 あつみ スガワラ アツミ マッスルゲート東北大会163cm超3位 周りのすごい選手達にお会いするのが楽しみです。勉強させていただきます。

25 黄野 春霞 コウノ ハルカ マッスルゲート静岡大会163㎝超級優勝 社会人1年目のチャレンジです！

26 吉田 紗綾 ヨシダ サアヤ マッスルゲート静岡大会163cm超級3位

27 大里 愛美 オオサト マナミ マッスルゲート北陸大会163㎝超級 優勝 笑顔で楽しみます！！！^ ^ 良い結果を残せたら幸いです！

28 中島 那奈 ナカシマ ナナ マッスルゲート札幌大会163cm超級優勝

29 竹川 利江子 タケガワ リエコ マッスルゲート名古屋大会163超級3位 初挑戦です。自分の力を出し切りたいです。

30 弓削田 里穂 ユゲタ リホ マッスルゲート新人戦3位、マッスルゲート東京大会163cm超級 3位

31 長谷川 瞳 ハセガワ ヒトミ マッスルゲート札幌大会163cm超級 2位

32 向臺 摩耶 ムカンダイ マヤ マッスルゲート東北大会163cm超級2位＆50歳以下級3位 筋トレとダンスの成果を出せるように楽しく頑張ります！

33 西原 啓子 ニシバラ ケイコ マッスルゲート関西大会163cm超級 優勝 なりたい私に近づくために、また一歩。今日はどんな景色が見えていますか？

　■40歳以上の部 (6名）

NO 主な戦績 コメント

34 小島 英子 コジマ エイコ マッスルゲート東京158㎝以下級2位

35 八名 恵理 ヤナ エリ マッスルゲート北陸大会50歳以下の 優勝＆163cm以下級 3位
ウェイトトレーニングで鍛えた「強さ」と、趣味のポールダンスで身につけた「しなやかさ」で美しくステージに

立てるよう励みます。宜しくお願い致します☆

36 向臺 摩耶 ムカンダイ マヤ マッスルゲート東北大会163cm超級2位＆50歳以下級3位 筋トレとダンスの成果を出せるように楽しく頑張ります！

37 井上 晴世 イノウエ ハルヨ マッスルゲート九州大会50歳以下級優勝
怪我のリハビリから始めたトレーニングが今こうして40代最後の歳でチャレンジ出来 とても嬉しいです。精一杯頑

張ります。

38 今村 菜摘子 イマムラ ナツコ マッスルゲート静岡大会 50歳以下級2位

39 宗石 知子 ムネイシ トモコ マッスルゲート静岡大会50歳以下の部3位

　■50歳以上の部 (10名）

NO 主な戦績 コメント

40 杉山 教枝 スギヤマ ミチエ マッスルゲート札幌大会158㎝以下級2位＆65歳以下1位

41 山本 祥子 ヤマモト ショウコ マッスルゲート四国大会163cm以下級 優勝

42 西原 啓子 ニシバラ ケイコ マッスルゲート関西大会 163cm超級 優勝 なりたい私に近づくために、また一歩。今日はどんな景色が見えていますか？

43 千田 美樹 センダ ミキ マッスルゲート関西大会 158cm以下級 2位＆65歳以下 2位

44 鵜殿 和子 ウドノ カズコ マッスルゲート北陸大会65歳以下級優勝　マッスルゲート関西大会65歳以下３位 グループレッスンで鍛えた身体で挑戦。

45 荒井 真由美 アライ マユミ マッスルゲート関西大会65歳以下級優勝 最後かも知れないつもりで、頑張ります。楽しめたら良いな。

46 高村 奈緒美 タカムラ ナオミ マッスルゲート静岡大会65歳以下級3位 本当に50代最後、来年の自分にバトンタッチ。もう一度スポットライトを。

47 荒木 久美 アラキ ヒサミ マッスルゲート神奈川大会2位、マッスルゲート静岡大会６５歳以下級優勝 ジャパンカップに出場出来る事に光栄に思います。今まで以上にトレーニングに励み、頑張りたいと思います。

48 渡辺 恵美 ワタナベ エミ マッスルゲート静岡大会65才以下級 2位 今年最後の大会になります。1年の締めくくりになるよう楽しく精一杯がんばります。

49 矢島 知香 ヤジマ トモカ マッスルゲート札幌大会 65歳以下級 2位 筋トレ初心者なのでこの大会で刺激を受けて、今後の肉体づくりの指針を得られればと思い参加しました。

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 (4名）

NO 主な戦績 コメント

50 後藤 綾香 ゴトウ アヤカ マッスルゲート九州大会ビキニ3位

51 藤井 悠里 フジイ ユリ マッスルゲート関西優勝　2021JBBFビキニフィットネス奈良オープン2位 2021最後の大会全力で楽しみます！

52 西村 恵 ニシムラ メグミ マッスルゲート名古屋大会優勝 前回は絞り甘々でした!!今度こそは頑張ります!!

53 中坊 愛 ナカボウ アイ マッスルゲート札幌大会優勝

　■35歳未満163㎝以下級 (2名）

NO 主な戦績 コメント

54 長谷川 優衣 ハセガワ ユイ マッスルゲート名古屋大会優勝 2021年の集大成、精一杯頑張ります！

55 井上 マリア イノウエ マリア マッスルゲート九州大会レギンス163cm以下2位＆ビキニ35歳未満163cm以下級優勝 ラスト20代、頑張ります！

　■35歳未満163㎝超級 (7名）

NO 主な戦績 コメント

56 山之内 瑛美 ヤマノウチ エミ JBBFオールジャパン2021 35歳未満160㎝超級6位

57 北澤 佑衣菜 キタザワ ユイナ マッスルゲート名古屋大会 2位

58 二階堂 乃里見 ニカイドウ ノリミ マッスルゲート名古屋大会3位 全力で楽しみます！

59 下浦 サラ シモウラ サラ マッスルゲート関西大会優勝、マッスルゲート名古屋大会優勝

60 片岡 彩香 カタオカ アヤカ マッスルゲート東京優勝　2021年 JBBFオールジャパン選手権35歳未満163cm超級 5位

61 韓 悦 カン エツ 北区オープンボディビル・フィットネス大会 ビキニフィットネス第4位

62 山本 真由 ヤマモト マユ 2021年 関東フィットネス選手権163cm超級3位　2021年マッスルゲート静岡大会 3位

　■35歳以上160㎝以下級 (6名）

NO 主な戦績 コメント

63 松藤 寛美 マツフジ ヒロミ マッスルゲート東京3位 大会を開催していただける喜びと出場できる喜びを胸に精一杯頑張ります！

64 魚住 マリア ウオズミ マリア マッスルゲート九州大会優勝 女性らしさのある鍛えられた体を目指して、トレーニングしてきました。応援宜しくお願い致します。

65 デルロザリオ 麻衣 デルロザリオ マイ マッスルゲート宮崎大会優勝、九州大会準優勝
Dream big! Aim hight! 36歳の挑戦！トップ選手達と同じステージに立てる絶好のチャンスをありがとうございま

す。楽しみながら挑みます！

66 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ マッスルゲート東京大会優勝
なかなか自信を持つことのできない私ですが、前回の自分を超えられるよう、そして、納得のできる結果を残せる

よう、全力で望みたいと思います！

67 渡井 博子 ワタイ ヒロコ マッスルゲート東京大会3位、マッスルゲート静岡大会優勝

68 西川 敦子 ニシカワ アツコ マッスルゲート名古屋大会2位　マッスルゲート名古屋大会2位 今季最後の大会なので頑張ります

　■35歳以上160㎝超級 (8名）

NO 主な戦績 コメント

69 横田 なおみ ヨコタ ナオミ 2020年ゴールドジムジャパンカップ6位、2021年JBBF関西オープン各カテゴリー2位 今年もJAPAN CUPのステージに立てる事が嬉しいです。ステージを楽しみたいと思います。

70 Akhunova Olga アクノバ オルガ
2019年JBBF東京選手権35以上の部 3位。2020年ゴールドジムジャパンカップ4位

2021年JBBF東京選手権35以上の部 5位

71 伊藤 真実 イトウ マナミ 2021JBBF関東大会決勝進出 全力を出し切れるように頑張ります！

72 珠玖 織子 シュク オリコ 2019年JBBF関西オープン選手権優勝 周囲への感謝を込めて頑張ります

73 岡田 未緒 オカダ ミオ マッスルコンテストジャパンビキニノービスBクラス優勝ビキニCクラス第3位 また再びJAPANCUPの空気を味わいにきました。今年のコンテスト納め楽しみます。

74 大高 洋子 オオタカ ヨウコ マッスゲート東京2位 自分史上最高の身体とコンディションで出場したいし、進化した自分に出会えるよう頑張ります。

75 宇野 和子 ウノ カズコ マッスルゲート関西大会３位 ジャパンカップに出場出来る事を感謝してます。精一杯頑張ります。

76 羽鳥 茉利絵 ハトリ マリエ 2021オールジャパンビキニフィットネスクラス別4位 東京でパーソナルトレーナーをしています。

【ボディフィットネス】

氏名 カタカナ

11/27，28ゴールドジムジャパンカップ　エントリー

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



　■158㎝以下級 (2名）

NO 主な戦績 コメント

77 栗山 恵美 クリヤマ エミ 2019マッスルコンテストビキニ決勝進出５位
昨年ジャパンカップに出場し、とても楽しかったです。また今年もしっかりコンディションを整えチャレンジさせ

て頂きます。

78 渡井 博子 ワタイ ヒロコ マッスルゲート東京大会3位　2021マッスルゲート静岡大会優勝

　■163㎝以下級 (2名）

NO 主な戦績 コメント

79 美田 佳穂 ミタ カホ マッスルゲート静岡大会3位

80 勝見 日出子 カツミ ヒデコ マッスルゲート静岡大会２位 緊張しないで、頑張ります

　■163㎝超級 (2名）

NO 主な戦績 コメント

81 小池 敦子 コイケ アツコ マッスルゲート名古屋大会優勝 楽しみます！！

82 佐藤 とく子 サトウ トクコ
2019年JBBFオールジャパンボディフィットネスクラス別6位

2020年ゴールドジムジャパンカップクラス別3位
この一年、努力してきた成果を是非見てください！

　■40歳以上の部 (1名）

NO 主な戦績 コメント

83 小池 敦子 コイケ アツコ マッスルゲート名古屋大会優勝 楽しみます！！

　■50歳以上の部 (6名）

NO 主な戦績 コメント

84 勝見 日出子 カツミ ヒデコ マッスルゲート静岡大会2位 緊張しないで、頑張ります

85 佐藤 とく子 サトウ トクコ
2019年JBBFオールジャパンボディフィットネスクラス別6位

2020年ゴールドジムジャパンカップクラス別3位
この一年、努力してきた成果を是非見てください！

86 沼田 初恵 ヌマタ ハツエ 2020年ゴールドジムジャパンカップ優勝 表彰台には上りたいです。

87 弥陀 ミチル ミダ ミチル
2018JBBFジャパンオープン優勝　2021年スポルテックカップ優勝

2021年オールジャパンクラス別優勝

88 池守 典子 イケモリ ノリコ マッスルゲート神奈川大会優勝 少しでも成長した自分を出せたら嬉しいです！

89 西川 敦子 ニシカワ アツコ マッスルゲート名古屋大会2位 今季最後の大会なので頑張ります

【ウーマンズフィジーク】 （12名）

NO 主な戦績 コメント

90 清水 恵理子 シミズ エリコ 2021JBBF日本クラス別選手権 158cm以下級優勝 今シーズンのベストコンディションで出場できるよう頑張ります。

91 佐藤 奈々子 サトウ ナナコ 2021年JBBF関東クラス別158cm超級優勝 頑張ります

92 片山 めぐみ カタヤマ メグミ 2021年JBBF日本選手権15位　2021年JBBF愛媛県選手権優勝　2021年マッスルゲート四国優勝 今シーズン最後の大会、自分の持っている力を全て出します！！

93 白井 香 シライ カオリ 2021年JBBF日本クラス別選手権163㎝超級3位 精一杯のポージングしたいです。

94 似鳥 さやか ニタドリ サヤカ マッスルゲート名古屋大会2位 よろしくお願いします！

95 喜多村 章子 キタムラ アキコ マッスルゲート名古屋大会優勝　2021年JBBF愛知県大会３位 念願のステージです。持てる力を出し切ります！楽しむぞ！

96 近藤 千晶 コンドウ チアキ マッスルゲート静岡大会優勝

97 吉田 敦子 ヨシダ アツコ
2021年JBBF福岡選手権3位　2021年JBBF九州沖縄選手権3位

2021マッスルゲート九州大会優勝

98 林 文歌 ハヤシ フミカ マッスルゲート札幌大会優勝 リアがお気に入りです。（チーム加藤）

99 植田 有紀 ウエダ ユウキ 2021年JBBFチャレンジカップ４位
トレーニングを始めた昨年から、多くの方々が私を導き支えて下さいました。全ての出会いに感謝して、頑張りま

す。今日が更なる進化の始まりです。

100 栗山 恵美 クリヤマ エミ
2019マッスルコンテストビキニ決勝進出５位

2020ジャパンカップボディフィットネス45歳未満3位

昨年ジャパンカップに出場し、とても楽しかったです。また今年もしっかりコンディションを整えチャレンジさせ

て頂きます。

101 沼田 初恵 ヌマタ ハツエ 2020年ゴールドジムジャパンカップボディフィットネス55歳以上優勝 ウーマンズフィジーク3位 表彰台には上りたいです。

【メンズタンクトップ】 （16名）

NO 主な戦績 コメント

102 中村 晋一 ナカムラ シンイチ マッスルゲート北陸大会168㎝以下級優勝 全力を尽くして頑張ります

103 芦澤 友太 アシザワ ユウタ マッスルゲート東北大会 172㎝以下級2位

104 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ マッスルゲート関西大会176㎝以下級優勝。 これほどの大会に出れるとは！いい冥土の土産が出来ました！

105 渡辺 剛幸 ワタナベ タカユキ マッスルゲート神奈川大会優勝 、マッスルゲート新人戦メンズフィジーク 172cm以下級優勝 初のJapan cup 楽しみます

106 中山 章紀 ナカヤマ アキノリ マッスルゲート関西大会172cm以下級 3位 大阪から参戦です。協力してくれた人達のために絶対に入賞します！頑張ります！

107 佐藤 航 サトウ ワタル マッスルゲート東北大会172cm以下級優勝 日本一を決める大会に自分が出場するという事は今まで生きてきて初めてです。全力で楽しみたいと思います。

108 小向 俊介 コムカイ シュンスケ マッスルゲート愛知大会172㎝以下級2位

109 林 健太 ハヤシ ケンタ マッスルゲート東京大会176㎝以下級優勝

110 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ
JBBF栃木県オープンメンズフィジーク50歳以上級優勝

マッスルゲート名古屋大会メンズタンクトップ168㎝以下級2位

111 本野 卓士 モトノ タクシ マッスルゲート名古屋大会172㎝以下級優勝 メンズタンクトップの出場者を増やし、盛り上げて行くために頑張りマッスル！！

112 高梨 喜裕 タカナシ ヨシヒロ マッスルゲート四国大会172cm以下級優勝 全国優勝目指して頑張ります！！

113 中村 祐太 ナカムラ ユウタ マッスルゲート静岡大会168㎝以下3位

114 白川 雄太 シラカワ ユウタ マッスルゲート札幌大会172㎝以下級2位 笑顔！

115 中柴 千聖 ナカシバ チサト マッスルゲート静岡大会168cm以下級2位 頑張ります

116 加藤 秀和 カトウ ヒデカズ マッスルゲート愛知大会172cm以下級優勝 幼い頃からタンクトップがお気に入りでした。

117 銭 安武 セン ヤスタケ 2021年JBBF日本マスターズ入賞 最年長だと思いますが ゴールドジムでのトレーニングの成果を発揮したいと思います

【メンズフィジーク】

　■168㎝以下級 (15名）

NO 主な戦績 コメント

118 鈴木 聡真 スズキ ソウマ 2021 JBBF千葉選手権 2位
今年デビューしたばかりですか、今後のメンズフィジークを代表する選手になれるようにこの大会でトップ目指し

ます！

119 柏熊 隆成 カシワクマ リュウセイ マッスルゲート東京大会新人172㎝以下級3位 自分史上最高のフィジークをもっていきます

120 木下 綾 キノシタ リョウ マッスルゲート新人戦168㎝以下級2位 全力で頑張ります

121 藤本 真輔 フジモト シンスケ 2021神奈川オープンフィットネス大会40歳以下メンズフィジーク168cm以下準優勝

122 石崎 琢也 イシザキ タクヤ マッスルゲート関西大会新人の部172㎝以下級2位、マッスルゲート関西大会168㎝以下級 2位 今シーズン最後の大会なので、悔いを残さないよう頑張ります。

123 鎌田 威一郎 カマタ イイチロウ マッスルゲート東北大会168cm以下級優勝 楽しみたい

124 佐藤 聖人 サトウ キヨト マッスルゲート東北大会168cm以下級3位 頑張ります！

125 内田 早祐 ウチダ サスケ マッスルゲート九州大会新人の部172cm以下級 田舎代表として頑張ります

126 寺松 修一 テラマツ シュウイチ マッスルゲート宮崎大会168cm以下級優勝 楽しみたいと思います！

127 菅原 俊 スガワラ シュン マッスルゲート東北大会新人の部172㎝以下級2位　マッスルゲート東北大会168㎝以下級5位

128 渡邉 怜央 ワタナベ レオ マッスルゲート静岡クラシックフィジーク－168優勝     フィジーク－168優勝

129 長尾 渓汰 ナガオ ケイタ マッスルゲート札幌大会168㎝以下級２位 上位に食い込めるよう頑張ります！

130 藤波 駿一朗 フジナミ シュンイチロウ マッスルゲート愛知大会168cm以下級優勝 今シーズン最後のコンテスト、楽しみたいです。

131 松原 大貴 マツハラ ヒロキ マッスルゲート札幌大会168㎝以下級、新人の部172㎝以下級優勝

132 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ

マッスルゲート四国大会マスターズ172cm以下級優勝

マッスルゲート東北大会マスターズ172cm以下級優勝

2019年JBBF石川オープンフィジークマスターズ 優勝

2021年の最後に出場の大会として頑張ります。

　■172㎝以下級 (19名）

NO 主な戦績 コメント

133 武藤 亮佑 ムトウ リョウスケ マッスルゲート四国大会新人172cm以下級2位 せっかくいただいたチャンス。対戦よろしくお願いします。

134 勢馬 大介 セマ ダイスケ 2016年JBBFオールジャパン172cm以下級4位 2年ぶりのコンテスト出場、全力で楽しみます

135 大熊 健太 オオクマ ケンタ マッスルゲート東京大会172㎝以下級新人の部優勝 枦山さんに勝てる様頑張ります！

136 安久 友規 アグ ユウキ 2019年JBBF京都府オープン選手権２位 全力で挑みます！宜しくお願い致します！

137 武智 徹 タケチ トオル マッスルゲート北陸大会172㎝以下級3位 漢見せます！

138 太田 翔 オオタ ショウ 2019年JBBF群馬県オープン172cm以下級優勝 やり切るだけです。

139 大木 康輔 オオキ コウスケ マッスルゲート東京大会172cm以下級優勝 ずっと楽しみにしておりました。良い思い出となるよう頑張ります！

140 鈴木 英仁 スズキ ヒデヒト マッスルゲート四国大会172㎝以下級3位 勝つ！！

141 影山 賢司 カゲヤマ ケンジ 2018年JBBF北陸甲信越大会 2位

142 三吉 宏和 ミヨシ ヒロカズ マッスルゲート九州大会新人の部172cm以下級 2位、一般172cm以下級 2位 全力で楽しみます！

143 安田 和樹 ヤスダ カズキ マッスルゲート神奈川大会新人の部172㎝以下級優勝、一般172㎝以下級2位

144 小島 大和 コジマ ヒロカズ 2019年JBBF岐阜県メンズフィジーク選手権大会2位

145 大西 拓夢 オオニシ タクム マッスルゲート愛知大会新人172cm以下級2位 今シーズンラスト、全力を尽くします。

146 千葉 大介 チバ ダイスケ マッスルゲート東北大会172cm以下級優勝 最後まで笑顔で楽しみます！

147 水野 生也 ミズノ セナ マッスルゲート神奈川大会172㎝以下級3位

148 家子 優希 イエコ ユウキ マッスルゲート静岡大会172cm以下級優勝

149 山田 颯 ヤマダ ハヤテ

2017年千葉県ボディビル選手県大会70kg以下級優勝

マッスルゲート東京大会メンズフィジーク172cm以下級 3位

マッスルゲート東京大会クラシックフィジーク175cm以下級優勝

マッスルゲート東京ボディビル65kg以下級 4位

150 渡辺 剛幸 ワタナベ タカユキ マッスルゲート 神奈川大会優勝 マッスルゲート新人戦メンズフィジーク172cm以下級優勝 初のJAPANCUP楽しみます

151 枦山 猛 ハシヤマ タケシ 2021年マッスルコンテストTOKYO メンズフィジーククラスA 2位マスターズ40+ 優勝 ジャパンカップの舞台に相応しい準備をして挑みます。

　■176㎝以下級 (18名）

NO 主な戦績 コメント

152 今村 克哉 イマムラ カツヤ 2021 JBBF 関東選手権大会フィジーク 176㎝以下級 7位

153 佐久間 和貴 サクマ カズキ マッスルゲート東京大会176㎝以下級 3位

154 渡邊 隼斗 ワタナベ ハヤト マッスルゲート東京大会新人の部176㎝以下級3位

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



155 武田 優介 タケダ ユウスケ マッスルゲート神奈川大会新人の部172㎝超級 2位
今年2月に人生初舞台を経験してから約10ヶ月。増量・減量・大学卒業・新会社人として、神奈川大会の自分と比べ

て変わった自分をここに。僕なりのフィジーク、特にミッドセクションを見て頂きたいです！

156 山口 翔矢 ヤマグチ ショウヤ マッスルゲート愛知大会一般176cm以下級優勝

157 佐々木 博康 ササキ ヒロヤス マッスルゲート関西大会新人の部172㎝超級 2位 全力を出し切ります！

158 清水 黎玖 シミズ リク マッスルゲート宮崎大会 176cm以下級 3位

159 宮川 玲 ミヤカワ レイ 2020年ゴールドジムジャパンカップ176cm以下級３位

160 荒木 健太郎 アラキ ケンタロウ マッスルゲート東京大会176㎝以下級優勝

161 安藤 広大 アンドウ コウダイ マッスルゲート関西大会176㎝以下級3位 学校の先生が優勝を目指します

162 珠玖 悟史 シュク サトシ
2015年JBBFアジア選手権選考大会メンズフィジーク176㎝以下級第4位

オールジャパンメンズフィジーク選手権176㎝以下級第3位

163 井上 健太 イノウエ ケンタ

マッスルゲート神奈川大会176cm以下級3位

マッスルゲート神奈川大会ボディビル75kg以下級2位

マッスルゲート新人戦176cm以下級優勝、ボディビル75kg以下級優勝

バランスの取れた身体を魅せれるように頑張ります。

164 儀間 敬全 ギマ ヨシマサ マッスルゲート名古屋大会176cm以下級2位

165 永田 大智 ナガタ ダイチ マッスルゲート東京大会176cm以下級2位 精一杯頑張ります

166 川口 颯大 カワグチ ソウダイ マッスルゲート静岡大会176㎝以下級3位 優勝します

167 林 芳憲 ハヤシ ヨシノリ マッスルゲート北陸大会 新人の部172cm超級 3位

168 杉崎 宏哉 スギサキ ヒロヤ 2020ゴールドジムジャパンカップマスターズ172cm超級1位。 今シーズンの集大成として若い選手たちにチャレンジします！

169 山田 聖將 ヤマダ キヨマサ マッスルゲート札幌大会176cm以下級 優勝

　■176㎝超級 (13名）

NO 主な戦績 コメント

170 金城 裕平 キンジョウ ユウヘイ 2021年JBBF広島県メンズフィジークオープン大会176超級 ３位

171 鳥飼 純平 トリカイ ジュンペイ マッスルゲート176cm超級 2位

172 長浦 広樹 ナガウラ ヒロキ
マッスルゲート関西大会クラシックフィジーク大学生の部優勝

マッスルゲート関西大会メンズフィジーク大学生の部優勝
大学生活の中で最高のステージにします！

173 三原 優希 ミハラ ユウキ
マッスルゲート東北大会クラシックフィジーク175㎝超級2位

マッスルゲート東北大会メンズフィジーク176cm超級３位
子供達がボディビルやフィジークをやりたいと思えるパフォーマンスをしたい。

174 高山 和也 タカヤマ カズヤ JBBF関東選手権8位

175 春田 崇博 ハルタ タカヒロ 群馬オープン2位 神奈川選手権2位 頑張ります！

176 中村 宗人 ナカムラ ムネト
2021年JBBFオールジャパンメンズフィジークマスターズ50才以上5位

2020年ゴールドジムジャパンカップマスターズ172㎝超級2位
頑張ります！

177 樋口 祐亮 ヒグチ ユウスケ
マッスルゲート名古屋大会176㎝超級2位

マッスルゲート名古屋大会新人の部172㎝超級優勝

マッスルゲート名古屋大会で初めて大会に出場させていただきました。ジャパンカップで自分がどこまで通用する

か、挑戦させていただきます。宜しくお願いします。

178 金岡 亮介 カナオカ リョウスケ マッスルゲート関西大会176cm超級2位 初めてのジャパンカップ出場になりますが精一杯頑張ります！

179 金 孝幸 コン タカユキ マッスルゲート静岡大会176cm超級優勝 40歳以下での挑戦は今年が最後の年になるので上位入賞を目指して頑張ります。

180 澤口 聖 サワグチ セイ マッスルゲート札幌大会176㎝超級2位

181 河瀬 寛三 カワセ トモゾウ マッスルゲート札幌大会176㎝超級優勝、クラシックフィジーク175㎝超級優勝

182 笹原 功貴 ササハラ コウキ マッスルゲート札幌大会176㎝超級3位 よろしくお願い致します。

　■マスターズ172㎝以下級 (16名）

NO 主な戦績 コメント

183 大原 弘敬 オオハラ ヒロタカ マッスルゲート関西大会172㎝以下級 優勝 成果が発揮できるよう頑張ります！

184 廣橋 誠 ヒロハシ マコト マッスルゲー東京大会172cm以下級3位 よろしくお願いします。

185 川北 勉 カワキタ ツトム マッスルゲート神奈川大会172cm以下級3位 1年間のトレーニングの結果を出し切ります！

186 飯田 彰彦 イイダ アキヒコ
2017年沖縄サマーオープン大会168㎝以下級優勝

2021年マッスルコンテスト東京大会ノービス 優勝

今年初旬のマッスルコンテスト東京大会に続き、ゴールドジムのメンバーとしてジャパンカップに出場致します。

大きなイベント会場で盛大に催される事を楽しみにしております。

187 松原 学 マツバラ マナブ マッスルゲート神奈川大会マスターズ 172㎝以下級優勝

188 後藤 圭亮 ゴトウ ケイスケ マッスルゲート名古屋大会172㎝以下級2位 今年は挑戦の年。今年の集大成を発揮します。

189 菊田 伸治 キクタ シンジ マッスルゲート東北大会172㎝以下級1位 東北大会以上の仕上がりで上位を目指したいと思います。

190 金森 尚宏 カナモリ ナオヒロ マッスルゲート北陸大会マスターズ172㎝以下級優勝 表彰台、目指します。

191 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ マッスルゲート東京大会マスターズ172㎝以下級優勝 猪突猛進～猪突猛進～

192 渡邉 浩充 ワタナベ ヒロミツ マッスルゲート名古屋大会マスターズ172㎝以下級3位、新人172㎝以下級 優勝 この舞台に立てる喜びを噛みしめながら、最高のコンディションで挑みたいと思います。

193 池谷 寛 イケヤ ヒロシ マッスルゲート静岡大会マスターズ172㎝以下級優勝 ハイレベルな大会出場で経験値を上げたいと思います

194 柚木 信孝 ユノキ ノブナリ
マッスルゲート九州大会マスターズ172㎝以下級優勝

マッスルゲート宮崎大会マスターズ172㎝以下級優勝
決勝に残ることが目標

195 乾 正樹 イヌイ マサキ マッスルゲート静岡大会マスターズ172㎝以下級3位 今年から始めたボディコンテスト笑って終われるよう頑張ります。

196 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ
JBBF栃木県オープンメンズフィジーク50歳以上級優勝

マッスルゲート名古屋大会メンズタンクトップ168㎝以下級2位

197 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ

マッスルゲート四国・東北大会マスターズ172cm以下級優勝

2019年JBBF石川オープン・神奈川オープンマスターズ172㎝以下級優勝

2021年JBBF 埼玉オープンマスターズ 2位

埼玉オープン・群馬オープンフィジーク 168㎝以下 級優勝

2021年の最後に出場の大会として頑張ります。

198 枦山 猛 ハシヤマ タケシ 2021年マッスルコンテストTOKYO メンズフィジーククラスA 2位マスターズ40+ 優勝 ジャパンカップの舞台に相応しい準備をして挑みます。

　■マスターズ172㎝超級 (9名）

NO 主な戦績 コメント

199 伊野 隆洋 イノ タカヒロ マッスルゲート東京大会マスターズ172cm超級第2位 今季最後の大会を楽しみたいと思います

200 中村 宗人 ナカムラ ムネト
2021年JBBFオールジャパンメンズフィジークマスターズ50才以上５位

2020年ゴールドジムジャパンカップメンズフィジークマスターズ172㎝超級2位
今年最終大会頑張ります

201 財全 浩次 ザイゼン コウジ マッスルゲート九州大会マスターズ172以上超級優勝・クラッシックフィジーク175㎝以下級2位 全力で頑張ります。

202 杉崎 宏哉 スギサキ ヒロヤ
2020ゴールドジムジャパンカップマスターズ172cm超級優勝。

2021オールジャパンフィジークマスターズ172cm超級6位。
2連覇目指してがんばります！

203 新保 大志 シンボ タイシ
マッスルゲート神奈川大会マスターズ172㎝超級優勝

マッスルゲート九州大会マスターズ172㎝超級 2位
昨年の同大会より良い成績になりますよーに。

204 滝澤 博文 タキザワ ヒロフミ マッスルゲート静岡大会マスターズ172㎝超級優勝 初めてのJAPAN CUP出場ですので楽しみたいと思います。

205 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ マッスルゲート札幌大会マスターズ172㎝超級優勝。

206 江平 裕昭 エヒラ ヒロアキ マッスルゲート札幌大会 マスターズ172cm超級2位 初めての出場です。頑張りたいと思います。

207 白石 進 シライシ ススム 2021年JBBF東京選手権40歳以上級5位 しっかり仕上げてステージに上がりたいと思います。

【ミックスドペア】 （1組）

NO 主な戦績 コメント

280 斉藤 忠男 サイトウ タダオ

280 高岡 由紀江 タカオカ ユキエ

【クラシックフィジーク】

　■168㎝以下級 (9名）

NO 主な戦績 コメント

208 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 2021年JBBF 第56回神奈川県ホディビル選手権男子クラス別 65kg以下級 3位 全力を出し尽くしますので、よろしくお願いします。

209 柿沼 奨真 カキヌマ ショウマ 2016、2017年 全日本ジュニア決勝進出　2018年神奈川県ボディビル選手権優勝

210 小西 健太 コニシ ケンタ
マッスルゲート北陸大会クラシックフィジーク168㎝以下級優勝

マッスルゲート関西大会クラシックフィジーク168㎝以下級優勝

211 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ 2021年JBBF静岡県ボディビル選手権マスターズ40.50優勝

212 井上 良司 イノウエ リョウジ マッスルゲート四国大会168㎝以下級優勝 最高のステージに立てる喜びを悔いの無いように表現します。

213 土居 弘明 ドイ ヒロアキ マッスルゲート名古屋大会168㎝以下級3位 一所懸命がんばります!

214 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ マッスルゲート名古屋大会168㎝以下級2位 パーソナルトレーナー、ジムの代表として頑張ります！

215 中村 馨 ナカムラ カオル マッスルゲート神奈川大会 168cm以下級2位 ビキニ選手の妻と一緒にがんばります

216 渡邉 怜央 ワタナベ レオ マッスルゲート静岡大会168㎝以下級優勝  、メンズフィジーク168㎝以下級優勝

　■175㎝以下級 (9名）

NO 主な戦績 コメント

217 鈴木 脩平 スズキ シュウヘイ マッスルゲート宮崎大会75kg以下級2位、クラシックフィジーク新人の部2位 減量がんばります

218 高山 寛史 タカヤマ ヒロシ マッスルゲート東京大会175㎝以下級2位 マッスルゲート東京で負けた悔しさをバネに頑張りました。筋トレ2年目の集大成、優勝します。

219 瀧口 将太郎 タキグチ ショウタロウ マッスルゲート関西大会175㎝以下級2位 一生懸命楽しみます。

220 佐々木 千秋 ササキ チアキ マッスルゲート静岡大会 大学生の部優勝

221 菅沼 良成 スガヌマ リョウセイ マッスルゲート静岡大会175㎝以下級3位 楽しむのみ

222 正田 光 ショウダ ヒカル マッスルゲート九州大会175㎝以下級3位

223 金子 芳宏 カネコ ヨシヒロ 2021 JBBFジャパンオープンボディビル選手権大会4位 精一杯頑張ります！

224 財全 浩次 ザイゼン コウジ
マッスルゲート九州大会メンズフィジークマスターズ172㎝超級優勝

マッスルゲート九州大会クラッシックフィジーク175㎝以下級2位
全力で頑張ります。

225 山田 颯 ヤマダ ハヤテ

2017年千葉県ボディビル選手県大会70kg以下級優勝

マッスルゲート東京大会メンズフィジーク172cm以下級 3位

マッスルゲート東京大会クラシックフィジーク175cm以下級優勝

マッスルゲート東京ボディビル65kg以下級 4位

　■175㎝超級 (16名）

NO 主な戦績 コメント

226 石川 毅 イシカワ タケシ

2018年JBBF群馬県ボディビルOPEN大会3位

2021年JBBF群馬県クラシックフィジークOPEN大会 2位

マッスルゲート東北大会175㎝超級優勝

2021年JBBF東北、北海道 OPENクラシックフィジーク 2位

障碍があっても人は変われる事を証明します

227 有村 壮大 アリムラ ソウタ マッスルゲート九州大会176㎝超級 優勝 福岡から上京し、大きな舞台でのチャンスを掴み取りたいと思います！

228 齋藤 勇貴 サイトウ ユウキ マッスルゲート東北大会ボディビル75kg超級3位　2021年JBBF宮城県ボディビル選手権5位

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

2021 マッスルゲート四国ミックスドペア1位
81才と73才のペアです。今大会が最後のペアステージです。モヒカンで締めくくります。二人のステージをお楽し

み下さい。



229 太安 竜也 タイアン タツヤ
2021年JBBF京都オープンクラシックフィジーク175㎝超級優勝

2021年JBBF兵庫オープンクラシックフィジーク175㎝超級準優勝
美しいポージングで魅了します！

230 久保 絢生 クボ ケンセイ マッスルゲート関西大会175㎝超級準優勝 筋肉がぼくを変えてくれた。今度は僕が世界を変えるんや！

231 堀口 雅幸 ホリグチ マサユキ マッスルゲート関西大会175㎝超級優勝 完成度で勝負します

232 坂上 泰斗 サカウエ タイト マッスルゲート東京大会175㎝超級優勝

233 春田 崇博 ハルタ タカヒロ 2021年JBBF関東男子ボディビル選手権 ニューカマー部門 優勝 頑張ります！

234 藤山 繁 フジヤマ シゲル マッスルゲート名古屋大会175㎝超級2位 今年最後のチャンス後悔しないように全力をだしきりたいと思います！！よろしくお願いします！！

235 Normile Robert ノーマイル ロバート マッスルゲート関西大会175㎝超級3位 イギリス出身

236 江田 大和 エダ ヤマト マッスルゲート静岡大会175㎝超級優勝 師匠達の名に恥じぬよう全力を尽くします

237 石村 重雄 イシムラ シゲオ マッスルゲート北陸大会175㎝超級優勝、ボディビル75kg超級優勝、マスターズの部2位

238 小野寺 風季 オノデラ フウキ マッスルゲート静岡大会175cm超級 3位 前回よりも絞って頑張ります！

239 長浦 広樹 ナガウラ ヒロキ マッスルゲート関西大会大学生の部優勝、 メンズフィジーク大学生の部優勝 大学生活の中で最高のステージにします！

240 三原 優希 ミハラ ユウキ マッスルゲート東北大会175㎝超級2位、メンズフィジーク176㎝超級3位 子供達がボディビルやフィジークをやりたいと思えるパフォーマンスをしたい。

241 河瀬 寛三 カワセ トモゾウ マッスルゲート札幌大会メンズフィジーク176㎝超級優勝、クラシックフィジーク175超級優勝

【ボディビル】

　■マスターズ50歳以上の部 (9名）

NO 主な戦績 コメント

242 小林 幸治 コバヤシ コウジ 2019年JBBF東日本ボディビル選手権 65kg以下級、 50歳以上の部 優勝
●65㎏以下級『若い選手相手にどこまで太刀打ちできるか。ベテランの味が出せればと思います』●50歳以上『バ

ルク型ではないので、仕上りと「脚!!」で勝負したいと思います。』

243 午頭 稔二 ゴトウ シンジ マッスルゲート四国大会70kg級優勝、マスターズ 50歳以上の部2位 周りの方々への感謝を胸に、頑張ります。

244 篠田 真 シノダ マコト マッスルゲート関西大会70㎏級 3位 全力を尽くします。よろしくお願いします！

245 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

2021年JBBF茨城選手権優勝、2021年JBBF関東クラス別70kg以下級級2位

2021年JBBF東日本70kg以下級4位　2021年東日本マスターズ2位

2021年JBBF関東マスターズ50以上の部3位

マッスルゲート北陵大会70kg以下級＆マスターズの部優勝

246 石村 重雄 イシムラ シゲオ マッスルゲート北陸大会175㎝超級＆ボディビル75kg超級優勝、同大会マスターズ2位

247 藤本 和正 フジモト カズマサ マッスルゲート東京大会マスターズ3位

248 風間 敏明 カザマ トシアキ 2021年JBBF静岡選手権マスターズ優勝

249 銭 安武 セン ヤスタケ JBBF日本マスターズ ７０歳以上入賞 72歳 最年長かもしれませんが 頑張ります！これからもゴールドジムで妻と一緒に楽しくトレーニングします。

250 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ 2021静岡県ボディビル選手権マスターズ40.50優勝

　■65kg以下級 (5名）

NO 主な戦績 コメント

251 長山 陽一 ナガヤマ ヨウイチ マッスルゲート静岡大会65kg以下級優勝 大きな大会、出られることに感謝し、頑張ります！

252 宮原 時彦 ミヤハラ トキヒコ マッスルゲート静岡大会65kg以下級 3位

253 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 2021年JBBF 第56回神奈川県ホディビル選手権男子クラス別 65kg以下級 3位 全力を出し尽くしますので、よろしくお願いします。

254 柿沼 奨真 カキヌマ ショウマ 2016、2017年 全日本ジュニア決勝進出2018年 神奈川県ボディビル選手権1位

255 小林 幸治 コバヤシ コウジ
2019年東日本ボディビル選手権 65kg以下級優勝

2019年東日本ボディビル選手権 50歳以上 優勝

●65㎏以下級『若い選手相手にどこまで太刀打ちできるか。ベテランの味が出せればと思います』●50歳以上『バ

ルク型ではないので、仕上りと「脚!!」で勝負したいと思います。』

　■70kg以下級 (8名）

NO 主な戦績 コメント

256 蛯名 圭路 エビナ ケイジ 2019年JBBF東北北海道ボディビル選手権優勝

257 中村 真利男 ナカムラ マリオ マッスルゲート東京大会70kg以下級優勝

258 四十物 悠弥 アイモノ ユウヤ マッスルゲート静岡大会75kg3位　2021年JBBF東京ノービス選手権70kg以下級優勝

259 松久 慎吾 マツヒサ シンゴ マッスルゲート静岡大会新人の部3位

260 鈴木 脩平 スズキ シュウヘイ マッスルゲート宮崎大会75kg以下級2位、クラシックフィジーク新人の部2位。 減量がんばります

261 午頭 稔二 ゴトウ シンジ マッスルゲート四国大会70kg以下級 優勝、マスターズ 50歳以上級2位 周りの方々への感謝を胸に、頑張ります。

262 篠田 真 シノダ マコト マッスルゲート関西大会70㎏級 3位 全力を尽くします。よろしくお願いします！

263 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

2021年JBBF茨城選手権優勝、2021年JBBF関東クラス別70kg以下級級2位

2021年JBBF東日本70kg以下級4位　2021年東日本マスターズ2位

2021年JBBF関東マスターズ50以上の部3位

マッスルゲート北陵大会70kg以下級＆マスターズの部優勝

　■75kg以下級 (8名）

NO 主な戦績 コメント

264 鎌田 侑 カマタ ユウ 2019年JBBF埼玉選手権大会75kg以下第2位 この日の為にトレーニング、減量、ポージングと練習を重ねてきました！全力で楽しみながら頑張ります！！

265 室山 進 ムロヤマ ススム マッスルゲート東京大会75kg以下級3位 今年から初めて出場しました。頑張ります。

266 嶋田 慶太 シマダ ケイタ 2021年JBBF日本クラス別75kg級優勝　日本選手権6位 大会開催感謝致します。今年も宜しくお願い致します。

267 掛川 明典 カケガワ アキノリ マッスルコンテスト東京 クラシックフィジーク クラスB 優勝

268 香月 啓太 カツキ ケイタ マッスルゲート北陸大会75kg以下級優勝

269 久岐 志衣磨 クキ シイマ マッスルゲート東京大会75kg以下級優勝 今シーズン最後頑張ります

270 加藤 佳 カトウ ケイ 2015年JBBF東日本ボディビル選手権大会70kg以下級級 1位 勉強・部活・運動競技を頑張っている我が子たちへ、パパも頑張る姿を見せるよ！

271 井上 健太 イノウエ ケンタ

マッスルゲート神奈川大会176cm以下級3位

マッスルゲート神奈川大会ボディビル75kg以下級2位

マッスルゲート新人戦176cm以下級優勝、ボディビル75kg以下級優勝

バランスの取れた身体を魅せれるように頑張ります。

　■75kg超級 (7名）

NO 主な戦績 コメント

272 伊藤 史紋 イトウ シモン 2019年JBBF全日本ジュニア決勝進出

273 二宮 悠哉 ニノミヤ ユウヤ マッスルゲート北陸大会75kg超級2位

274 五十嵐 徹 イガラシ トオル マッスルゲート静岡大会 75kg超級 2位

275 横瀬 健一 ヨコセ ケンイチ 2018年JBBF千葉県ボディビル選手権大会 総合優勝

276 齋藤 勇貴 サイトウ ユウキ マッスルゲート東北大会75kg超級3位　2021年JBBF宮城県ボディビル選手権5位

277 春田 崇博 ハルタ タカヒロ JBBF関東男子ボディビル選手権 ニューカマー部門 優勝 頑張ります！

278 石村 重雄 イシムラ シゲオ マッスルゲート北陸大会175㎝超級＆ボディビル75kg超級優勝、同大会マスターズ2位

※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

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ


