
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （13名）

NO 選手からのコメント

1 鈴木 まゆみ スズキ マユミ この日の為に心と体を燃やしました。頑張ります。

2 村田 智美 ムラタ サトミ
大会の舞台に立つのは初めてです。大好きなレギンスを着てこれまでの成果を見ていただけることをとても嬉しく思っています。どうぞよろしくお願いいたしま

す！

3 藤原 あゆみ フジワラ アユミ
今まで打ち込めることもなく病気がちだった私ですが、筋トレに出会ってから健康的になり、毎日が輝き始めました。競技者としてはまだまだ未熟ですが、これか

らも進化し続けていくために出場を決意いたしました。

4 佐藤 香 サトウ カオリ 名古屋の大会で色々と上手くいかず、コンディションを全く持ってこれなかったので、リトライしたいです！

5 倉田 梨絵 クラタ リエ 静岡大会に初挑戦して今回リベンジさせて頂きました！！

6 平田 身知 ヒラタ ミチ 今までトレーニングしてきた努力を形にしたいため大会出場します。

7 下方 有紀 シモカタ ユキ

8 齋藤 優紀 サイトウ ユウキ 九州大会が悔しかったので、トレーニング頑張りました！

9 中井 恭子 ナカイ キョウコ チャレンジ精神でがんばります！

10 島田 るみ シマダ ルミ
ジムでは筋トレ系のスタジオプログラムをメインにトレーニングしてます。今の自分の体ががどこまで評価されるのか知るために大会にエントリーしました。初め

てで緊張とワクワクが入り混じってますが、ステージでは自分が出せるように頑張りたいと思います。

11 長坂 裕美 ナガサカ ヒロミ
大会に初めてエントリーいたします。スポーツジムで一人コツコツとトレーニングしております。日頃の鍛錬の成果がどのように評価いただけるのか。精一杯頑張

ります！！

12 天水 智子 テンミズ トモコ

13 石川 真規子 イシカワ マキコ

　■163㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

14 菅原 順子 スガハラ ジュンコ 以前、ウーマンズレギンスの65歳以下にエントリー済みです。ダブルエントリーです。よろしくお願いします。

15 若林 夏子 ワカバヤシ ナツコ

16 木原 奈美子 キハラ ナミコ

17 宗石 知子 ムネイシ トモコ

18 忍田 なほみ オシダ ナホミ
今回、初めて参加させて頂きます。今まで色々なスポーツに挑戦してきて今は、キックボクシング一筋です。強くなりたくてトレーニングをしてきましたが、この

様な大会に参加出来る事を知り挑戦して見たくなりエントリーしました。人前に立つのは、苦手ですが楽しみたいと思います。宜しくお願いします。

　■163㎝超級 （8名）

NO 選手からのコメント

19 今井 静 イマイ シズカ 初めてのマッスルゲート、笑顔で頑張ります！！

20 大藤 洋子 オオフジ ヒロコ トレーニングで変われた身体や気持ちをこの舞台で表現出来る様に頑張ります。

21 大里 愛美 オオサト マナミ 今年最後の大会、楽しみます！

22 原澤 まり ハラサワ マリ 頑張ります

23 丹下 碧 タンゲ ミドリ 初めてのコンテストチャレンジで緊張しますが、精一杯頑張ります。

24 青山 裕子 アオヤマ ヒロコ 初めて参加させて頂きます。緊張しますが皆さんと楽しめたらと思います。

25 松田 亮子 マツダ リョウコ 大会初出場で申込み数日前にエントリーを決めましたが、当日は自分の中の1番を目指します！

26 桑山 一美 クワヤマ カズミ

ウェイトトレーニングの世界は、これまでの人生では予測もできなかったような経験を数多く、しかも驚くようなスピードで与えてくれました。もし筋トレの神様

がいらっしゃるとしたら、その気まぐれかもしれない引き合わせに感謝の気持ちでいっぱいです♪そしてマッスルゲートの門の先より？今の私の姿をぜひ見ていた

だきたくエントリー致しました！

　■学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

27 山崎 耀子 ヤマザキ ヨウコ ベストを尽くして頑張ります。よろしくお願いします。

　■35歳以下の部 （3名）

NO 選手からのコメント

28 丹下 碧 タンゲ ミドリ 初めてのコンテストチャレンジで緊張しますが、精一杯頑張ります。

29 田口 愛理 タグチ アイリ カッコよくて強い身体をご覧下さい！

30 原澤 まり ハラサワ マリ 超頑張ります

　■50歳以下の部 （16名）

NO 選手からのコメント

31 平田 身知 ヒラタ ミチ 今までトレーニングしてきた努力を形にしたいため大会出場します。

32 下方 有紀 シモカタ ユキ

33 齋藤 優紀 サイトウ ユウキ 九州大会が悔しかったので、トレーニング頑張りました！

34 中井 恭子 ナカイ キョウコ チャレンジ精神でがんばります！

35 島田 るみ シマダ ルミ
ジムでは筋トレ系のスタジオプログラムをメインにトレーニングしてます。今の自分の体ががどこまで評価されるのか知るために大会にエントリーしました。初め

てで緊張とワクワクが入り混じってますが、ステージでは自分が出せるように頑張りたいと思います。

36 長坂 裕美 ナガサカ ヒロミ
大会に初めてエントリーいたします。スポーツジムで一人コツコツとトレーニングしております。日頃の鍛錬の成果がどのように評価いただけるのか。精一杯頑張

ります！！

37 天水 智子 テンミズ トモコ

38 若林 夏子 ワカバヤシ ナツコ

39 木原 奈美子 キハラ ナミコ

40 宗石 知子 ムネイシ トモコ

41 青山 裕子 アオヤマ ヒロコ 初めて参加させて頂きます。緊張しますが皆さんと楽しめたらと思います。

42 松田 亮子 マツダ リョウコ 大会初出場で申込み数日前にエントリーを決めましたが、当日は自分の中の1番を目指します！

43 須佐 純子 スサ ジュンコ 前回よりも全てに置いて成長できるように頑張りたいです！

44 倉田 梨絵 クラタ リエ 静岡大会に初参戦し今回はリベンジで出場します！！

45 山口 優子 ヤマグチ ユウコ

46 遠藤 優子 エンドウ ユウコ

　■65歳以下の部 （8名）

NO 選手からのコメント

47 石川 真規子 イシカワ マキコ

48 忍田 なほみ オシダ ナホミ
今回、初めて参加させて頂きます。今まで色々なスポーツに挑戦してきて今は、キックボクシング一筋です。強くなりたくてトレーニングをしてきましたが、この

様な大会に参加出来る事を知り挑戦して見たくなりエントリーしました。人前に立つのは、苦手ですが楽しみたいと思います。宜しくお願いします。

49 桑山 一美 クワヤマ カズミ

ウェイトトレーニングの世界は、これまでの人生では予測もできなかったような経験を数多く、しかも驚くようなスピードで与えてくれました。もし筋トレの神様

がいらっしゃるとしたら、その気まぐれかもしれない引き合わせに感謝の気持ちでいっぱいです♪そしてマッスルゲートの門の先より？今の私の姿をぜひ見ていた

だきたくエントリー致しました！

50 菅原 順子 スガハラ ジュンコ 今年もあとわずかになりました。会場の皆様に私の笑顔とトレーニング愛をプレゼントしたいと思います。

51 鈴木 紀子 スズキ ノリコ
私は看護師をしています。50歳最後の思い出に、先月地元の静岡大会に、初めて参加をさせていただきましたが、皆さんの日頃のトレーニングの成果を間近で見

て、大変感動をしました。来年還暦で、メダルが取れるよう、モチベーションを高めたいと、12月ファイナルに挑戦を考えました。よろしくお願いします。

氏名 カタカナ

2021年12月５日（日）マッスルゲート２０２１ファイナルエントリー

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



52 近藤 晴美 コンドウ ハルミ 3年前に競泳を辞めて陸トレを始めました。始めての水泳の試合で緊張した日を思いまします。良い経験になればと思いエントリーしました。

53 田村 嘉子 タムラ ヨシコ 2回目の出場です。前回よりも良い成績を出せるように頑張ります。

54 池守 典子 イケモリ ノリコ これまでの成果を出せるように頑張ります！

【ビキニ】

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

55 美田 佳穂 ミタ カホ

　■35歳未満163㎝超級 （2名）

NO 選手からのコメント

56 松澤 佳佳 マツザワ ジャジャ

57 韓 悦 カン エツ

　■35歳以上160㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

58 遠藤 優子 エンドウ ユウコ たくさん食べて、しっかりトレーニングをして、大きくなりたいです

59 和田 実季 ワダ ミキ 今年最後の大会、頑張ります！

　■35歳以上160㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

60 宗石 知子 ムネイシ トモコ

【ボディフィットネス】 （5名）

NO 選手からのコメント

61 美田 佳穂 ミタ カホ

62 佐藤 和歌 サトウ カズカ ボディフィットネスは2度目のチャレンジとなります。リラックスして、ステージを楽しみたいと思います。

63 植田 有紀 ウエダ ユウキ ペストパフォーマンスを目指します。

64 平田 身知 ヒラタ ミチ 今までトレーニングしてきた努力を形にしたいため大会出場します。

65 池守 典子 イケモリ ノリコ これまでの成果を出せるように頑張ります！

【ウーマンズフィジーク】 （3名）

NO 選手からのコメント

66 似鳥 さやか ニタドリ サヤカ がんばります！

67 鈴木 紀子 スズキ ノリコ
私は看護師をしています。50歳最後の思い出に、先月地元の静岡大会に、初めて参加をさせていただきましたが、皆さんの日頃のトレーニングの成果を間近で見

て、大変感動をしました。来年還暦で、メダルが取れるよう、モチベーションを高めたいと、12月ファイナルに挑戦を考えました。よろしくお願いします。

68 植田 有紀 ウエダ ユウキ ペストパフォーマンスを目指します。

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （8名）

NO 選手からのコメント

69 中村 晋一 ナカムラ シンイチ 頑張ります

70 菊池 和也 キクチ カズヤ 初めての経験でよくわかりませんが、まずは12月5日を目標に体を仕上げていきます。そこで新たな発見があると確信しております！！

71 池田 利明 イケダ トシアキ 初めてのコンテスト出場です。しっかりと楽しもうと思います！

72 辻 拓人 ツジ タクト

73 杉浦 時夫 スギウラ トキオ

74 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ 今期最終戦、悔いの無いよう頑張ります。

75 田中 聡真 タナカ ソウマ ボディコンテストに初めて出場します。タンクトップが似合うよう頑張ります。

76 小澤 利昭 オザワ トシアキ タンクトップの似合う男になりたい宜しくお願いします。

　■172㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

77 風間 敏明 カザマ トシアキ

78 白川 雄太 シラカワ ユウタ 笑顔！

79 横山 亮司 ヨコヤマ リョウジ 立川東京で頑張ってます

　■176㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

80 Marino FernAngel ﾏﾘﾉ ﾌｴﾝｱﾝｼﾞｴﾛ Never give up!

81 今 淳一 コン ジュンイチ 家族の協力に感謝を！本日は精一杯、頑張ります！

　■176㎝超級 （2名）

NO 選手からのコメント

82 石田 康大 イシダ コウダイ 東京での大会は初めてなので楽しみです。よろしくお願いします！

83 越川 英雄 コシカワ ヒデオ
今年７月に開催予定だった新宿大会に初めてエントリーしていたのですが、緊急事態宣言のため中止となり、今回が初参加となりますが、上位入賞を目指し更なる

トレーニングに励む所存です。

【メンズフィジーク】

　■新人の部172㎝以下級 （19名）

NO 選手からのコメント

84 森本 祐史 モリモト ユウジ

85 小川 塁 オガワ ルイ 豪徳寺最強のバルク

86 田中 聡真 タナカ ソウマ

87 阿部 亮 アベ リョウ

88 鈴木 純 スズキ ジュン 初出場、ベストを尽くします！

89 小向 俊介 コムカイ シュンスケ

90 金城 俊旭 カネシロ トシアキ

91 中山 海 ナカヤマ ミサキ

92 小宮山 紘平 コミヤマ コウヘイ
昨年40kgのダイエットを経てボディメイクに関心が湧き、それが高じてこういったコンテストにエントリーさせていただくに至りました。初めてでわからないこと

だらけですが、精一杯頑張りたいと思います。

93 吉田 雄紀 ヨシダ ユウキ フィジーク初出場、初優勝狙います！

94 楯石 尚人 タテイシ ナオト 初出場なので頑張ります。

95 壺坂 竜昇 ツボサカ タツノリ 2021年の良い思い出となるようがんばります。

96 菊池 和也 キクチ カズヤ 初めての経験でよくわかりませんが、まずは12月5日を目標に体を仕上げていきます。そこで新たな発見があると確信しております！！

97 大塚 泰延 オオツカ ヤスノブ

98 橋本 賢太 ハシモト ケンタ 高校生最後の思い出に頑張ります！

99 森田 圭一郎 モリタ ケイイチロウ 大会経験が無く初出場なのですが精一杯頑張りたいと思います！

100 林 直矢 ハヤシ ナオヤ 初出場となる大会なので、ベストを尽くせるように頑張りたいと思います。

101 眞砂 太郎 マサゴ タロウ 神戸から来ました！東京の美味しいもの食べまくります！

102 福重 祐太 フクシゲ ユウタ 初めてで緊張していますが、精一杯楽しみたいと思います！

　■新人の部172㎝超級 （19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



103 松村 康平 マツムラ コウヘイ 楽しみます！

104 池 裕樹 イケ ユウキ 初めてのコンテストなので緊張で空気感に呑まれないよう楽しみつつ、マイベストフィジークを表現できればなと思います。

105 岩本 晋 イワモト ススム トレーニング成果を出せるように頑張ります。

106 羽賀 完太 ハガ カンタ
はじめまして。羽賀と申します。普段セブンと呼ばれますが、そちらのはがではございません。今回初めての大会で緊張しており、筋肉ではなく心臓だけがパンプ

するという不本意な結果ではありますが、全力を尽くして頑張ります。

107 川上 陸 カワカミ リク 全力で頑張ります

108 喜多 顕世 キタ ケンセイ 過去一の仕上がりを披露できるよう頑張ります。

109 平井 智之 ヒライ トモユキ ベストを尽くします！

110 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ

111 村上 大樹 ムラカミ ダイキ

112 竹田 雄貴 タケダ ユウキ バランス型の鮮烈なフィジークデビュー戦飾ります！

113 大黒 凌 ダイコク リョウ 弁護士兼フィジーカーとして頑張ります！

114 井上 翔 イノウエ ショウ フレッシュに全力で頑張ります！

115 鈴木 徹 スズキ トオル 11カ月かけて26キロ減量しました。今年の集大成です。

116 桜井 健太 サクライ ケンタ 自分の「弱さ」を知るために初出場します。

117 山口 達也 ヤマグチ タツヤ 初めての大会を全力で楽しみ、極限の絞りを披露したいと思います！

118 根波 圭太 ネナミ ケイタ

119 市川 侑樹 イチカワ ユウキ 山梨県で肉屋を営んでおります！今日は一日楽しみきりたいと思います！！ミートパワー！！！

120 河崎 瞭太 カワサキ リョウタ

121 Marino FernAngel ﾏﾘﾉ ﾌｴﾝｱﾝｼﾞｴﾛ Never give up!

　■マスターズ172㎝以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

122 吉田 建一郎 ヨシダ タテイチロウ

123 室伏 謙治 ムロフシ ケンジ

124 本野 卓士 モトノ タクシ 新たな取り組みにてたくさん勉強させて頂けたらと思います。

125 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ 猪突猛進～

126 梶内 賢 カジウチ ケン とにかく大会を楽しみたいです！

127 石原 康伸 イシハラ ヤスノブ 今期最終戦、悔いの無いよう頑張ります。

128 小島 敦 コジマ アツシ

129 角田 憲昭 ツノダ ノリアキ

130 大塚 泰延 オオツカ ヤスノブ

　■マスターズ172㎝超級 （5名）

NO 選手からのコメント

131 柴崎 拓実 シバサキ タクミ 思い出作りのためですが、全力で頑張ります。

132 白石 進 シライシ ススム 全力で挑み、全力で楽しみます！

133 今 淳一 コン ジュンイチ パパ頑張るよ！

134 越川 英雄 コシカワ ヒデオ
今年７月に開催予定だった新宿大会に初めてエントリーしていたのですが、緊急事態宣言のため中止となり、今回が初参加となりますが、上位入賞を目指し更なる

トレーニングに励む所存です。

135 松村 康平 マツムラ コウヘイ 楽しみます！

　■高校生の部 （3名）

NO 選手からのコメント

136 白川 直樹 シラカワ ナオキ 初めての挑戦でワクワクが止まりません！精一杯頑張ります！

137 佐藤 恭冴 サトウ キョウゴ マッスルゲート初出場頑張ります。

138 橋本 賢太 ハシモト ケンタ 高校生最後の思い出に頑張ります！

　■大学生の部 （13名）

NO 選手からのコメント

139 鈴木 聡真 スズキ ソウマ 先週のゴールドジムジャパンカップに続きエントリーしました。－168cm、大学生の部2冠できるように頑張ります。

140 金城 俊旭 カネシロ トシアキ

141 川上 陸 カワカミ リク 全力で頑張ります

142 GU YU コ ユ

143 山形 悠星 ヤマガタ ユウセイ 当たって砕けます。

144 森田 圭一郎 モリタ ケイイチロウ 大会経験が無く初出場なのですが精一杯頑張りたいと思います！

145 林 直矢 ハヤシ ナオヤ 初出場となる大会なので、ベストを尽くせるように頑張りたいと思います。

146 眞砂 太郎 マサゴ タロウ 神戸から来ました！東京の美味しいもの食べまくります！

147 福重 祐太 フクシゲ ユウタ 初めてで緊張していますが、精一杯楽しみたいと思います！

148 栗原 健 クリハラ ツヨシ 北海道から参加させて頂きます！初めてのステージを楽しめればと思います！

149 大川 拓真 オオカワ タクマ

150 知念 伶弥 チネン レイヤ がんばります

151 飯川 健一 イイカワ ケンイチ

　■168㎝以下級 （13名）

NO 選手からのコメント

152 木下 綾 キノシタ リョウ 全力で頑張ります！

153 向井 陽紀 ムカイ ハルキ 頑張ります

154 染矢 大輝 ソメヤ ダイキ

155 赤石 純一 アカイシ ジュンイチ 大会を最大限楽しみます！

156 蝦名 祐介 エビナ ユウスケ しっかりと準備をして楽しみたいと思います！

157 北山 大貴 キタヤマ ヒロキ マッスルゲート初出場、優勝目指して頑張ります！

158 川内 あとむ カワウチ アトム 初めてなので頑張りたいです

159 小島 敦 コジマ アツシ

160 森本 祐史 モリモト ユウジ

161 小川 塁 オガワ ルイ 豪徳寺最強のバルク

162 田中 聡真 タナカ ソウマ

163 鈴木 聡真 スズキ ソウマ 先週のゴールドジムジャパンカップに続きエントリーしました。－168cm、大学生の部2冠できるように頑張ります。

　■172㎝以下級 （18名）

NO 選手からのコメント

164 雨宮 薫 アメミヤ カオル このような機会を設けてくださり、ありがとうございます。2年ぶり3度目のマッスルゲートがんばります。

165 勢馬 大介 セマ ダイスケ

166 影山 賢司 カゲヤマ ケンジ

167 上原 流星 ウエハラ リュウセイ

168 西山 誠悟 ニシヤマ セイゴ 一生懸命頑張りまーす！！

169 須崎 孝一 スザキ コウイチ 頑張ります！

170 ビスタ 亜可須 ビスタ アカス

171 松永 佳大 マツナガ ヨシタカ

172 齋藤 裕樹 サイトウ ユウキ

173 市村 匠 イチムラ タクミ よろしくお願いします

174 吉村 充司 ヨシムラ アツシ

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



175 武智 徹 タケチ トオル 漢見せます！

176 常泉 武義 ツネイズミ タケノリ 完膚なきまでの1位をとる

177 角田 憲昭 ツノダ ノリアキ

178 阿部 亮 アベ リョウ

179 鈴木 純 スズキ ジュン 初出場、ベストを尽くします！

180 小向 俊介 コムカイ シュンスケ

181 金城 俊旭 カネシロ トシアキ

　■176㎝以下級 （18名）

NO 選手からのコメント

182 今村 克哉 イマムラ カツヤ

183 大石 晴輝 オオイシ ハルキ 半額ハンターズ

184 井上 健太 イノウエ ケンタ バランスのとれた身体で魅せれるように頑張ります。

185 南條 理森 ナンジョウ ヨシモリ 今年8回目の挑戦。1日の睡眠時間は、3時間。寝るまも惜しんでトレーニングしました。

186 山之下 樹馬 ヤマノシタ タツマ 楽しみます

187 穐山 裕太 アキヤマ ユウタ

188 須藤 斗吾 スドウ トア

189 坂井 陽介 サカイ ヨウスケ 今年最後の大会を楽しみながら、精一杯頑張ります！

190 片野 港介 カタノ コウスケ

191 武田 優介 タケダ ユウスケ

192 宮川 玲 ミヤカワ レイ

193 川崎 友大 カワサキ ユウタ

194 佐々木 博康 ササキ ヒロヤス 今年最後なので全力を尽くします。

195 池 裕樹 イケ ユウキ 初めてのコンテストなので緊張で空気感に呑まれないよう楽しみつつ、マイベストフィジークを表現できればなと思います。

196 岩本 晋 イワモト ススム トレーニング成果を出せるように頑張ります。

197 羽賀 完太 ハガ カンタ
はじめまして。羽賀と申します。普段セブンと呼ばれますが、そちらのはがではございません。今回初めての大会で緊張しており、筋肉ではなく心臓だけがパンプ

するという不本意な結果ではありますが、全力を尽くして頑張ります。

198 川上 陸 カワカミ リク 全力で頑張ります

199 GU YU コ ユ

　■176㎝超級 （14名）

NO 選手からのコメント

200 湯澤 洋治 ユザワ ヨウジ 2021年の締めくくりとして1年の成果を皆さんにお見せできればと思います！

201 平尾 勇真 ヒラオ ユウマ

202 後藤 真央 ゴトウ マオ

203 江田 大和 エダ ヤマト 来年へ向けて頑張ります

204 加藤 豪也 カトウ タカヤ 日本最長身フィジーカーが頑張ります！

205 松永 優輝 マツナガ ユウキ

206 浅原 聖 アサハラ サトル

207 栗原 佑弥 クリハラ ユウヤ にゃんこにゃんにゃん

208 喜多 顕世 キタ ケンセイ 過去一の仕上がりを披露できるよう頑張ります。

209 平井 智之 ヒライ トモユキ ベストを尽くします！

210 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ

211 村上 大樹 ムラカミ ダイキ

212 竹田 雄貴 タケダ ユウキ バランス型の鮮烈なフィジークデビュー戦飾ります！

213 山形 悠星 ヤマガタ ユウセイ 当たって砕けます。

【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

214 小泉 恵太郎 コイズミ ケイタロウ 今年コンテストデビューとなります。頑張ります。

215 太田 翔 オオタ ショウ やり切るだけです。

216 易 青 イ セイ

217 川村 翼 カワムラ ツバサ

218 吉田 雄紀 ヨシダ ユウキ 初出場初優勝目指します！

219 家崎 健武 イエザキ ケンタ

220 大川 諒 オオカワ リョウ 全力で楽しんで全力で勝ちに行きます！

　■大学生の部 （3名）

NO 選手からのコメント

221 小崎 壮真 コザキ ソウマ エアラインパイロットを目指して、就職活動と勉強に励んでいます。空飛ぶマッチョになれるように頑張ります。

222 大川 諒 オオカワ リョウ 全力で楽しんで全力で勝ちに行きます！

223 栗原 健 クリハラ ツヨシ 北海道から参加させて頂きます！初めてのステージを楽しめればと思います！

　■168㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

224 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 全力で頑張りますので、よろしくお願いします。

225 五領田 有信 ゴリョウダ アリノブ

　■175㎝以下級 （10名）

NO 選手からのコメント

226 川元 佑介 カワモト ユウスケ 今年から挑戦する世界ですが、体を鍛える事により精神的にも強く美しい人間になりたいです。

227 長田 泰広 オサダ タイコウ

228 坂江 一希 サカエ カズキ 体よりイキッた顔に注目

229 比嘉 健悟 ヒガ ケンゴ

230 白石 進 シライシ ススム 全力で挑み、全力で楽しみます！

231 西山 誠悟 ニシヤマ セイゴ 一生懸命頑張りまーす！！

232 齋藤 裕樹 サイトウ ユウキ

233 川崎 友大 カワサキ ユウタ

234 小泉 恵太郎 コイズミ ケイタロウ 今年コンテストデビューとなります。頑張ります。

235 太田 翔 オオタ ショウ やり切るだけです。

　■175㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

236 アギラー キーターロアレスアギラー キーターロアレス

237 江田 大和 エダ ヤマト 来年へ向けて頑張ります

238 小崎 壮真 コザキ ソウマ エアラインパイロットを目指して、就職活動と勉強に励んでいます。空飛ぶマッチョになれるように頑張ります。

【ボディビル】

　■新人の部 （7名）

NO 選手からのコメント

239 中澤 拓斗 ナカザワ タクト 初出場ですが、全力で頑張ります！
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240 小崎 壮真 コザキ ソウマ エアラインパイロットを目指して、就職活動と勉強に励んでいます。空飛ぶマッチョになれるように頑張ります。

241 刀根 健輔 トネ ケンスケ
ボディビルデビュー！全力を尽くします！みなさん！今のうちに、私の名前「トネケンスケ」を覚えて帰ったほうがいいです！なぜなら5年後のボディビル界を牽

引する男だからです！

242 家崎 健武 イエザキ ケンタ

243 赤石 純一 アカイシ ジュンイチ 大会を最大限楽しみます！

244 川元 佑介 カワモト ユウスケ 今年から挑戦する世界ですが、体を鍛える事により精神的にも強く美しい人間になりたいです。

245 易 青 イ セイ

　■マスターズの部 （7名）

NO 選手からのコメント

246 小林 幸治 コバヤシ コウジ
●65以下級『千葉、東京、関東、東日本に続いて5つ目の65kg以下級タイトルの獲得目指します!』●マスターズ50歳『千葉、社会人、関東、東日本に続いてのマ

スターズタイトルの獲得目指します!』

247 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ 頑張ります。

248 白石 進 シライシ ススム 全力で挑み、全力で楽しみます！

249 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ 残り少ない人生、悔いのないよう頑張ります。

250 山田 篤哉 ヤマダ アツヤ

251 山縣 英夫 ヤマガタ ヒデオ

252 風間 敏明 カザマ トシアキ

　■ジュニアの部 （3名）

NO 選手からのコメント

253 アギラー キーターロアレスアギラー キーターロアレス

254 知念 伶弥 チネン レイヤ がんばります

255 刀根 健輔 トネ ケンスケ
ボディビルデビュー！全力を尽くします！みなさん！今のうちに、私の名前「トネケンスケ」を覚えて帰ったほうがいいです！なぜなら5年後のボディビル界を牽

引する男だからです！

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

256 佐藤 恭冴 サトウ キョウゴ マッスルゲート初出場頑張ります。

　■大学生の部 （3名）

NO 選手からのコメント

257 小崎 壮真 コザキ ソウマ エアラインパイロットを目指して、就職活動と勉強に励んでいます。空飛ぶマッチョになれるように頑張ります。

258 刀根 健輔 トネ ケンスケ
ボディビルデビュー！全力を尽くします！みなさん！今のうちに、私の名前「トネケンスケ」を覚えて帰ったほうがいいです！なぜなら5年後のボディビル界を牽

引する男だからです！

259 栗原 健 クリハラ ツヨシ 北海道から参加させて頂きます！初めてのステージを楽しめればと思います！

　■65kg以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

260 濱口 智明 ハマグチ トモアキ 頑張ります。

261 吉田 秀一 ヨシダ シュウイチ 頑張ります

262 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 全力で頑張りますので、よろしくお願いします。

263 川村 翼 カワムラ ツバサ

264 小林 幸治 コバヤシ コウジ
●65以下級『千葉、東京、関東、東日本に続いて5つ目の65kg以下級タイトルの獲得目指します!』●マスターズ50歳『千葉、社会人、関東、東日本に続いてのマ

スターズタイトルの獲得目指します!』

265 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ 頑張ります。

　■70kg以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

266 槌谷 尚之 ツチヤ ナオユキ 頑張ります！

267 内藤 健二 ナイトウ ケンジ 北斗神拳の伝説を作ります

268 岩上 偉 イワカミ イサム

269 藤本 和正 フジモト カズマサ

270 飯田 徹 イイダ トオル 去年よりもいいカラダです。

271 比嘉 健悟 ヒガ ケンゴ

272 白石 進 シライシ ススム 全力で挑み、全力で楽しみます！

273 中澤 拓斗 ナカザワ タクト 初出場ですが、全力で頑張ります！

274 小崎 壮真 コザキ ソウマ エアラインパイロットを目指して、就職活動と勉強に励んでいます。空飛ぶマッチョになれるように頑張ります。

　■75kg以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

275 鎌田 侑 カマタ ユウ この日の為にトレーニングと減量、ポージング練習を精一杯頑張ってきました！宜しくお願いします！

276 安原 拓哉 ヤスハラ タクヤ

277 室山 進 ムロヤマ ススム

278 井上 健太 イノウエ ケンタ バランスのとれた身体で魅せれるように頑張ります。

279 川崎 友大 カワサキ ユウタ

　■75kg超級 （6名）

NO 選手からのコメント

280 五十嵐 徹 イガラシ トオル

281 岩上 哲也 イワカミ テツヤ 昨年の東京大会では、マスターズ出場させていただきました。今年は75ｋｇ超級に挑戦です。頑張ります！

282 湯澤 洋治 ユザワ ヨウジ 2021年の締めくくりとして1年の成果を皆さんにお見せできればと思います！

283 齋藤 裕樹 サイトウ ユウキ

284 アギラー キーターロアレス アギラー キーターロアレス

285 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ 残り少ない人生、悔いのないよう頑張ります。

※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。
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