
【ウーマンズレギンス】

　■新人の部158㎝以下級 （12名）

NO 選手からのコメント

1 坂口 静香 サカグチ シズカ
日々のトレーニングの成果をご評価いただける機会をいただきありがとうございます。かっこいい4人のママでいたい！ボディメイクはハート

メイクです

2 大水 夏稀 オオミズ ナツキ

3 伊藤 薫 イトウ カオル 人工関節膝手術のリハビリからのスタートでした。精一杯頑張ります。

4 本間 亜佳音 ホンマ アカネ 50歳を過ぎて始めたトーレーニングで初大会、緊張いっぱいですが、頑張ります。

5 濱野 愛 ハマノ アイ 精一杯がんばります！

6 渡部 美貴子 ワタベ ミキコ 楽しみたいと思います！

7 鵜飼 綾子 ウカイ アヤコ
職場の健康診断で結果が悪くて始めたトレーニングですが、ジムに来ている人達に刺激を受け一生に一度くらいカッコいい体になりたい！、

と思い出場を決めました。

8 舎川 恵美 トネガワ メグミ

筋トレを始めたばかりではありますが、やるからには目標を持って取り組みたいと思い、大会出場を決めました。仕事で色々あり、自分に自

信を持てなくなってしまいましたが、筋トレをすることによって気持ちが落ち着き明るくなれてきました。自信を持てるようになってまた

色々なことを頑張れるようになりたいと思い、大会出場はその良いきっかけとなるようにしたいと思っています。

9 若林 久美子 ワカバヤシ クミコ 筋トレを始めて1年頑張ってきたので、コンテストで成果が出るように頑張りたいと思います。

10 城所 美津江 キドコロ ミツエ 自分なりに楽しめるようにがんばります！

11 笠原 万里江 カサハラ マリエ
人は数ヶ月で変われるということを示すために出場します。小さな努力の積み重ねが数ヶ月後には大きな成果になるということを私が証明し

ます。

12 大野 真奈美 オオノ マナミ ベストを尽くします！

　■新人の部163㎝以下級 （14名）

NO 選手からのコメント

13 小川 友菜 オガワ ユウナ 精一杯頑張ります。

14 青木 美咲 アオキ ミサキ

15 小野 亜海 オノ アミ はじめての大会でワクワクしてます

16 早坂 佳菜子 ハヤサカ カナコ

17 中根 邦恵 ナカネ クニエ 頑張ります

18 長谷川 実南 ハセガワ ミナミ

19 具志堅 貴子 グシケン タカコ 初めて大会に出場します。頑張ります。

20 吉田 美幸 ヨシダ ミユキ 笑顔で頑張ります！

21 植松 雅美 ウエマツ マサミ 子供の頃から食べる事と体を動かす事が大好きな所はずっと変わりません！初めて大会に出場します、楽しみたいと思います

22 木山 典子 キヤマ ノリコ ジムトレを始めて4年になります。今回が初めての大会チャレンジで緊張していますが、大会の準備も含め楽しもうと思っています。

23 松田 裕美子 マツダ ユミコ

24 飯島 利恵 イイジマ トシエ 笑顔を忘れずに優勝目指して頑張ります！

25 馬場 悠里花 ババ ユリカ 楽しみながら頑張りたいと思います！

26 吉井 光代 ヨシイ テルヨ ３人の子供の母として、いつまでも若くカッコいいお母さんでいたい

　■新人の部163㎝超級 （6名）

NO 選手からのコメント

27 織田 愛 オダ アイ 初大会、楽しみます！

28 金澤 亜弥 カナザワ アヤ

部活に一生懸命な高校3年生の息子の姿を見て、「私も自分を変えたい！新しい事をはじめたい！」そう思いついて始めた筋トレ。そのために

は目標が必要だと、ウーマンズレギンスへの出場を決意しトレーニングに励みました。家族やトレーナーの心強い励ましがあって、毎日頑張

ることができています。トレーニングを始めてから、毎日がますます楽しくなって、笑顔も増えて。仕事もプライベートもとっても充実しま

した。

29 杉田 真純 スギタ マスミ
この２年で腰ヘルニア、肩腱板損傷等ケガ続きでトレーニングが苦痛になる日が多くなっていました。治りと共に初心に戻り再開する日々。

ジム時間は生き甲斐でありトレーニング、フィットネスが好きな気持ちを大切にしたくエントリーします。

30 宮田 倫子 ミヤタ ノリコ

31 根間 佐和子 ネマ サワコ 大会を楽しみたいです。頑張ります。

32 永塚 麻衣子 ナガツカ マイコ

　■158㎝以下級 （8名）

NO 選手からのコメント

33 大野 彩芽 オオノ アヤメ 初出場なので頑張ります！

34 倉田 梨絵 クラタ リエ 最後まで気を抜かず頑張ります!!

35 須永 衿未 スナガ エミ はじめての大会です！楽しめたらいいなと思ってます！！

36 坂口 静香 サカグチ シズカ
日々のトレーニングの成果をご評価いただける機会をいただきありがとうございます。かっこいい4人のママでいたい！ボディメイクはハート

メイクです

37 大水 夏稀 オオミズ ナツキ

38 伊藤 薫 イトウ カオル 人工関節膝手術のリハビリからのスタートでした。精一杯頑張ります。

39 本間 亜佳音 ホンマ アカネ 50歳を過ぎて始めたトーレーニングで初大会、緊張いっぱいですが、頑張ります。

40 濱野 愛 ハマノ アイ 精一杯がんばります！

　■163㎝以下級 （7名）

NO 選手からのコメント

41 小川 友菜 オガワ ユウナ 精一杯頑張ります。

42 青木 美咲 アオキ ミサキ

43 小野 亜海 オノ アミ はじめての大会でワクワクしてます

44 宗石 知子 ムネイシ トモコ

45 菅原 順子 スガハラ ジュンコ マッスルゲート大会の楽しい雰囲気が大好きです。日頃のトレーニングの成果が上手く表現できるようにがんばります。

46 早坂 佳菜子 ハヤサカ カナコ

47 中根 邦恵 ナカネ クニエ 頑張ります

　■163㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

48 織田 愛 オダ アイ 初大会、楽しみます！

49 矢島 知香 ヤジマ トモカ 参加されている皆様から刺激をいただき、自分自身を鼓舞するために出場しました。

50 杉田 真純 スギタ マスミ
この２年で腰ヘルニア、肩腱板損傷等ケガ続きでトレーニングが苦痛になる日が多くなっていました。治りと共に初心に戻り再開する日々。

ジム時間は生き甲斐でありトレーニング、フィットネスが好きな気持ちを大切にしたくエントリーします。

　■35歳以下の部 （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

2022年5月21日（土）マッスルゲート千葉大会エントリー表

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



NO 選手からのコメント

51 須永 衿未 スナガ エミ はじめての大会です！楽しめたらいいなと思ってます！！

52 小川 友菜 オガワ ユウナ 精一杯頑張ります。

53 青木 美咲 アオキ ミサキ

54 小野 亜海 オノ アミ はじめての大会でワクワクしてます

55 織田 愛 オダ アイ 初大会、楽しみます！

56 長谷川 実南 ハセガワ ミナミ

　■50歳以下の部 （13名）

NO 選手からのコメント

57 坂口 静香 サカグチ シズカ
日々のトレーニングの成果をご評価いただける機会をいただきありがとうございます。かっこいい4人のママでいたい！ボディメイクはハート

メイクです

58 大水 夏稀 オオミズ ナツキ

59 宗石 知子 ムネイシ トモコ

60 金澤 亜弥 カナザワ アヤ

部活に一生懸命な高校3年生の息子の姿を見て、「私も自分を変えたい！新しい事をはじめたい！」そう思いついて始めた筋トレ。そのために

は目標が必要だと、ウーマンズレギンスへの出場を決意しトレーニングに励みました。家族やトレーナーの心強い励ましがあって、毎日頑張

ることができています。トレーニングを始めてから、毎日がますます楽しくなって、笑顔も増えて。仕事もプライベートもとっても充実しま

した。

61 高澤 幸恵 タカザワ サチエ
重度の知的障害を持つ子供を育てながらトレーニングをしています。置かれた環境下でできることは限られていますが、今現在の精一杯を出

したいと思います。

62 倉田 梨絵 クラタ リエ 最後まで気を抜かず頑張ります!!

63 渡部 美貴子 ワタベ ミキコ 楽しみたいと思います！

64 鵜飼 綾子 ウカイ アヤコ
職場の健康診断で結果が悪くて始めたトレーニングですが、ジムに来ている人達に刺激を受け一生に一度くらいカッコいい体になりたい！、

と思い出場を決めました。

65 舎川 恵美 トネガワ メグミ

筋トレを始めたばかりではありますが、やるからには目標を持って取り組みたいと思い、大会出場を決めました。仕事で色々あり、自分に自

信を持てなくなってしまいましたが、筋トレをすることによって気持ちが落ち着き明るくなれてきました。自信を持てるようになってまた

色々なことを頑張れるようになりたいと思い、大会出場はその良いきっかけとなるようにしたいと思っています。

66 具志堅 貴子 グシケン タカコ 初めて大会に出場します。頑張ります。

67 吉田 美幸 ヨシダ ミユキ 笑顔で頑張ります！

68 植松 雅美 ウエマツ マサミ 子供の頃から食べる事と体を動かす事が大好きな所はずっと変わりません！初めて大会に出場します、楽しみたいと思います

69 宮田 倫子 ミヤタ ノリコ

　■65歳以下の部 （9名）

NO 選手からのコメント

70 伊藤 薫 イトウ カオル 人工関節膝手術のリハビリからのスタートでした。精一杯頑張ります。

71 本間 亜佳音 ホンマ アカネ 50歳を過ぎて始めたトーレーニングで初大会、緊張いっぱいですが、頑張ります。

72 菅原 順子 スガハラ ジュンコ マッスルゲート大会の楽しい雰囲気が大好きです。日頃のトレーニングの成果が上手く表現できるようにがんばります。

73 矢島 知香 ヤジマ トモカ 参加されている皆様から刺激をいただき、自分自身を鼓舞するために出場しました。

74 黒川 慶子 クロカワ ケイコ

75 鈴木 紀子 スズキ ノリコ

5月21日私は、還暦を迎えます。昨年50歳代最後の思い出にと思い、2021年12月のファイナル東京大会のレギンス、65歳以下に出場し、一位

を頂きました。沢山の同年代の方より励みになるとのお言葉を頂きました。最後のステージにしょうと悩みましたが、健康維持、また同年代

の方の励みになるよう、精進したいと言う気持ちになり、2022年5月21日が最高の日になるよう頑張ます。

76 松岡 みゆき マツオカ ミユキ 初めてのチャレンジです

77 木山 典子 キヤマ ノリコ ジムトレを始めて4年になります。今回が初めての大会チャレンジで緊張していますが、大会の準備も含め楽しもうと思っています。

78 根間 佐和子 ネマ サワコ 大会を楽しみたいです。頑張ります。

　■65歳以上の部 （1名）

NO 選手からのコメント

79 山田 尚子 ヤマダ ナオコ 為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは、人の為さぬなりけり(の気持ちで、頑張ります。宜しくお願いします。

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

80 吉原 絵梨 ヨシハラ エリ ボディビルダーの歯を白くしたい歯科衛生士トレーニー！黒い肌には白い歯！

81 山下 沙紀子 ヤマシタ サキコ 応援してくださった方に少しでも良い姿を見せれるように、頑張ります！

　■35歳未満163㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

82 柳沢 美那 ヤナギサワ ミナ 当日に楽しんでステージに立てるよう、日々頑張ります。

83 飯島 利恵 イイジマ トシエ 笑顔を忘れずに優勝目指して頑張ります！

　■35歳以上160㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

84 坂口 静香 サカグチ シズカ
日々のトレーニングの成果をご評価いただける機会をいただきありがとうございます。かっこいい4人のママでいたい！ボディメイクはハート

メイクです

85 濱野 愛 ハマノ アイ 精一杯がんばります！

86 高澤 幸恵 タカザワ サチエ
重度の知的障害を持つ子供を育てながらトレーニングをしています。置かれた環境下でできることは限られていますが、今現在の精一杯を出

したいと思います。

　■35歳以上160㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

87 海保 亜美 カイホ アミ 私を応援してくださる方々がいる事が私にとって心の支えです。笑顔で楽しみます。

88 藤巻 明恵 フジマキ アキエ 初参加です。私、緊張してるんだろうな。。笑顔がひきつらないように頑張ります。

89 杉本 アレクサンドラ スギモト アレクサンドラ

【ボディフィットネス】 （5名）

NO 選手からのコメント

90 奈良 倫子 ナラ トモコ ボディーフィットネス挑戦頑張ります！！

91 池田 奈都子 イケダ ナツコ

92 陸野 裕子 ムツノ ユウコ
フィットネスインストラクターをしています。仕事とトレーニング、食事法を見直してバルクアップできるよう心がけて来ました。優勝目指

して頑張ります。

93 島田 るみ シマダ ルミ

94 坂口 静香 サカグチ シズカ

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



【女子フィジーク】 （3名）

NO 選手からのコメント

95 永岡 友里恵 ナガオカ ユリエ トレーニングを始めて2年目！フィジークに初出場します！予選落ちしないようしっかり絞って大会に臨みます！

96 杉山 麻衣子 スギヤマ マイコ 日々精進！毎日、15キロランニング。筋トレ続けて、試合に挑戦させていただきます。皆様に感謝する心をわすれません。

97 坂口 静香 サカグチ シズカ
日々のトレーニングの成果をご評価いただける機会をいただきありがとうございます。かっこいい4人のママでいたい！ボディメイクはハート

メイクです

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

98 飯島 充大 イイジマ アツヒロ 今までの成果を出し尽くします

99 津曲 英祥 ツマガリ エイショウ

100 佐藤 俊太 サトウ シュンタ 30年住んでいる町で、初めてコンテストに出ます!頑張ります!

101 和田 忠久 ワダ タダヒサ

102 増田 義幸 マスダ ヨシユキ 2月のマッスルゲート新人戦で、出場したカテゴリーが僕1人だったので、もう一度チャレンジすることにしました！

103 大塚 健太 オオツカ ケンタ

104 安藤 優太 アンドウ ユウタ 筋トレを始めて約一年。筋肉と共に自信も付いてきました。今日は自慢の腕の筋肉を見て下さい。

105 千葉 竜弥 チバ タツヤ

106 赤間 竜也 アカマ タツヤ
お世話になります。昨年、ジム仲間の若い友人がマッスルゲートに出場し、とても感動致しました。感銘を受けて、自分も50歳にして初めて

ですが、是非出場させて頂きたく、精一杯頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

　■172㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

107 小森 洸希 コモリ コウキ 勝ちます。

108 野村 宗秀 ノムラ ムネヒデ
元々体重が100kgを超えており、一念発起し、ダイエットをして30kg以上の減量に成功しました。そのままボディメイクの面白さ、楽しさに

没頭した結果、本大会への出場を決めました。全力で楽しみます！

109 松林 大雅 マツバヤシ タイガ
初めての大会！初めての減量！初めての胸肉パラダイス！この世は脂で溢れてる！大会が終わったら二郎ラーメンとケーキ食べまくるために

頑張ってきました！一肌脱いだ身体を見てください！

【メンズフィジーク】

　■新人168㎝以下級 （18名）

NO 選手からのコメント

110 齊藤 功大 サイトウ コウタ

111 佐藤 俊太 サトウ シュンタ 30年住んでいる町で、初めてコンテストに出ます!頑張ります!

112 米倉 昂希 ヨネクラ コウキ 初出場ですが、この日のために全てをかけてきました。精一杯頑張りたいと思います。

113 石塚 亮佑 イシツカ リョウスケ 人生初のボディメイクの大会です！最高の仕上がりにします！

114 高根 啓 タカネ ケイ 最初で最後の大会にするので、いい結果残せるよう頑張ります。

115 奥田 聖也 オクダ セイヤ

116 黒岩 学史 クロイワ タカフミ

117 金子 竜太 カネコ リュウタ

118 鈴木 元輝 スズキ モトキ 人生迷走中

119 伊藤 淳 イトウ ジュン

120 小野 恭雅 オノ タカマサ 初めての大会なので良い経験を得たい。

121 岡村 廉央 オカムラ レオ 転居をキッカケにゴールドジムに1年前から通い、筋トレに目覚めました。その結果をここで発揮したいと思い参加しました。

122 坂井 紳悟 サカイ シンゴ 宜しくお願いします！

123 大塚 健太 オオツカ ケンタ

124 安藤 優太 アンドウ ユウタ 筋トレを始めて約一年。筋肉と共に自信も付いてきました。今日は自慢の腕の筋肉を見て下さい。

125 大石 龍 オオイシ リュウ デビュー戦、結果を残せるように頑張ります！

126 横田 拓海 ヨコタ タクミ

127 西 泰世 ニシ タイセイ 自店のスタッフ・会員様に最高のサプライズを用意して帰還致します（優勝あるのみ）

　■新人172㎝以下級 （15名）

NO 選手からのコメント

128 高橋 拓也 タカハシ タクヤ

129 高松 優治 タカマツ ユウジ 仕事と家庭とトレーニング、毎日それぞれをこなしながら、過去最高の体になりました。新しい自分に出会うために、出場を決意しました！

130 大里 臣吾 オオサト シンゴ 感謝の心を忘れずに全力で挑みます

131 小森 洸希 コモリ コウキ 勝ちます。

132 石井 康寛 イシイ ヤスヒロ

133 松本 有斗 マツモト ユウト

134 佐藤 祥太 サトウ ショウタ たまには嫁にかっこいいところを見せたいと思います！

135 堀部 晶暉 ホリベ マサキ

136 小山 航 コヤマ ワタル

137 島田 賢人 シマダ ケント

138 三輪 武尊 ミワ タケル

139 福岡 信之介 フクオカ シンノスケ 初めて出場します！頑張ります！

140 天野 北斗 アマノ ホクト 精一杯楽しみたいと思います！

141 野村 宗秀 ノムラ ムネヒデ
元々体重が100kgを超えており、一念発起し、ダイエットをして30kg以上の減量に成功しました。そのままボディメイクの面白さ、楽しさに

没頭した結果、本大会への出場を決めました。全力で楽しみます！

142 松林 大雅 マツバヤシ タイガ
初めての大会！初めての減量！初めての胸肉パラダイス！この世は脂で溢れてる！大会が終わったら二郎ラーメンとケーキ食べまくるために

頑張ってきました！一肌脱いだ身体を見てください！

　■新人176㎝以下級 （11名）

NO 選手からのコメント

143 宮之下 潤一 ミヤノシタ ジュンイチ 初出場ですが、入賞目指します！

144 猪俣 俊亮 イノマタ シュンスケ 頑張ります。

145 谷村 諒也 タニムラ リョウヤ

146 梅村 力 ウメムラ チカラ 初出場ですが頑張ります！

147 外山 海斗 トヤマ カイト

148 邊見 孝裕 ヘンミ タカヒロ 楽しみます！

149 染野 嵩太 ソメノ シュウタ 元警察官、今は水泳の先生として体を使う仕事をしているので、仕事でガンガン使っていく筋肉を見せて行きたいと思います！

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

氏名 カタカナ



150 澤口 洋太 サワグチ ヨウタ

151 沢辺 大河 サワべ タイガ 継続が力になることを体現します。

152 前田 裕都 マエダ ヒロト 肥厚性瘢痕は私の個性であり、私は自分の身体に自信を持っています。そんな私のフィジークをご覧下さい。

153 中土 和樹 ナカツチ カズキ 初のコンテスト出場。全力で楽しみたい。

　■新人176㎝超級 （８名）

NO 選手からのコメント

154 佐藤 浩明 サトウ ヒロアキ
コンテストは初参加です。この日に向けて代償かけて人生変えることに挑んできました。たくさんの応援している方々に応えたい。歳は関係

なく夢は思ったときから始まるということを実現したいです！最後は嬉し泣きします

155 鈴木 清太 スズキ セイタ ビーガンです

156 森 健太 モリ ケンタ 頑張ります

157 小川 慶之 オガワ ヨシユキ
パーソナルトレーナーの関口さんに出会えたことで、自分を変えるきっかけをもらえました。大会では支えてくださった方々や関口さんに成

果を見せたいと思います！

158 成田 耕平 ナリタ コウヘイ 頑張ります！

159 米沢 陽平 マイサワ ヨウヘイ コンテスト初出場なので、大会を楽しみたいと思っています。応援よろしくお願いします。

160 棚田 悠斗 タナダ ユウト

161 富永 龍司 トミナガ リュウジ 大会初出場頑張ります

　■高校生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

162 安井 龍 ヤスイ リュウ 初出場頑張ります

163 山田 久嗣 ヤマダ ヒサシ

　■大学生の部 （13名）

NO 選手からのコメント

164 林 直矢 ハヤシ ナオヤ ベストを尽くせるように頑張りたいと思います

165 宮坂 航生 ミヤサカ コウキ

166 大石 龍 オオイシ リュウ デビュー戦、結果を残せるように頑張ります！

167 横田 拓海 ヨコタ タクミ

168 西 泰世 ニシ タイセイ 自店のスタッフ・会員様に最高のサプライズを用意して帰還致します（優勝あるのみ）

169 沢辺 大河 サワべ タイガ 継続が力になることを体現します。

170 前田 裕都 マエダ ヒロト 肥厚性瘢痕は私の個性であり、私は自分の身体に自信を持っています。そんな私のフィジークをご覧下さい。

171 中土 和樹 ナカツチ カズキ 初のコンテスト出場。全力で楽しみたい。

172 富永 龍司 トミナガ リュウジ 大会初出場頑張ります

173 本田 大隼 ホンダ タイシュン 初めての大会なので一生懸命頑張ります

174 石井 玲央真 イシイ レオマ はじめての大会で緊張しすぎて、心臓がパンプアップしちまうぜ！

175 吉村 真奈人 ヨシムラ マナト 初めての大会ですが、頑張ります

176 船木 隆道 フナキ タカミチ コンテスト初出場です。がんばります。

　■マスターズ172㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

177 池田 利明 イケダ トシアキ フィジーク初出場です！よろしくお願いします！

178 巻田 善幸 マキタ ヨシユキ

179 藤田 幸三 フジタ コウゾウ 人生初めてのコンテスト精一杯頑張ります

180 高橋 拓也 タカハシ タクヤ

181 西田 昇一郎 ニシダ ショウイチロウ

182 高松 優治 タカマツ ユウジ 仕事と家庭とトレーニング、毎日それぞれをこなしながら、過去最高の体になりました。新しい自分に出会うために、出場を決意しました！

　■マスターズ172㎝超級 （9名）

NO 選手からのコメント

183 唐澤 隆幸 カラサワ タカユキ

184 岩崎 尊史 イワサキ タカフミ

185 漆島 隆喜 ウルシマ リュウキ

186 宮下 潤 ミヤシタ ジュン 今シーズン初戦、最高のスタートを切ろうと思っています。

187 齊藤 重範 サイトウ シゲノリ

188 佐藤 浩明 サトウ ヒロアキ
コンテストは初参加です。この日に向けて代償かけて人生変えることに挑んできました。たくさんの応援している方々に応えたい。歳は関係

なく夢は思ったときから始まるということを実現したいです！最後は嬉し泣きします

189 宮之下 潤一 ミヤノシタ ジュンイチ 初出場ですが、入賞目指します！

190 近藤 敦史 コンドウ アツシ 楽しんで頑張ります

191 金 孝幸 コン タカユキ ジャパンカップ出場資格を得られるよう頑張ります。

　■168㎝以下級 （10名）

NO 選手からのコメント

192 柏原 悠輝 カシワバラ ユウキ 精一杯がんばります！

193 迫 宗吾 サコ シュウゴ

194 芳賀 源太 ハガ ゲンタ カテゴリー優勝だけ見て出場させて頂きます。

195 木下 綾 キノシタ リョウ 優勝目指して頑張ります！

196 奈良 ケント ナラ ケント 大会初出場がんばります！

197 上野 友暉 ウエノ トモキ マッスルゲートが好きで三年連続の出場です。今年も頑張ります！

198 飯島 充大 イイジマ アツヒロ 今までの成果を出し尽くします

199 千葉 竜弥 チバ タツヤ

200 齊藤 功大 サイトウ コウタ

201 佐藤 俊太 サトウ シュンタ 30年住んでいる町で、初めてコンテストに出ます!頑張ります!

　■172㎝以下級 （17名）

NO 選手からのコメント

202 戸井崎 郁也 トイザキ フミヤ 私がＮｏ．1です必ず勝ちます！

203 玉上 浩志 タマガミ ヒロシ 筋肉よりもこの頭の輝きを見てください笑

204 志方 瑞基 シカタ ミズキ まだ肩レモンですが頑張ります。

205 山岸 希望 ヤマギシ ノゾム

206 大塚 一輝 オオツカ カズキ 頑張ります！

207 古屋 全基 フルヤ マサキ 思い切って一般のフィジークにエントリーしたので、全力で頑張ります！

208 川崎 友昭 カワサキ トモアキ 頑張ります！

209 林 昇吾 ハヤシ ショウゴ

210 作場 嶺 サクバ レイ 精一杯頑張ります

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

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



211 原 巧一 ハラ コウイチ

212 谷津 翔汰 ヤツ ショウタ 優勝します。

213 鈴木 璃久 スズキ リク 頑張る

214 西田 昇一郎 ニシダ ショウイチロウ

215 高松 優治 タカマツ ユウジ 仕事と家庭とトレーニング、毎日それぞれをこなしながら、過去最高の体になりました。新しい自分に出会うために、出場を決意しました！

216 大里 臣吾 オオサト シンゴ 感謝の心を忘れずに全力で挑みます

217 小森 洸希 コモリ コウキ 勝ちます。

218 林 直矢 ハヤシ ナオヤ ベストを尽くせるように頑張りたいと思います

　■176㎝以下級 （13名）

NO 選手からのコメント

219 渡邉 光 ワタナベ ヒカル

220 塚本 英樹 ツカモト エイキ

221 佐久間 和貴 サクマ カズキ

222 赤平 基 アカヒラ モトキ 2年連続13位なので今大会は12位に入ります。

223 影山 慎 カゲヤマ シン 誠心誠意、頑張ります！！！

224 安田 雄大 ヤスダ ユウダイ

225 川崎 友大 カワサキ ユウタ 頑張ります！

226 宮之下 潤一 ミヤノシタ ジュンイチ 初出場ですが、入賞目指します！

227 猪俣 俊亮 イノマタ シュンスケ 頑張ります。

228 谷村 諒也 タニムラ リョウヤ

229 梅村 力 ウメムラ チカラ 初出場ですが頑張ります！

230 外山 海斗 トヤマ カイト

231 宮坂 航生 ミヤサカ コウキ

　■176㎝超級 （16名）

NO 選手からのコメント

232 寺田 極 テラダ キワム 優勝目指して頑張ります！

233 皆川 優司 ミナガワ ユウジ

234 佐藤 龍馬 サトウ リョウマ 2年ぶりのコンテスト復帰全力で楽しみます。

235 土橋 浩夢 ドバシ ヒロム

236 高岡 建 タカオカ タケル 初めてマッスルゲートに参加させていただきます。優勝目指して精進いたします。よろしくお願い致します！

237 喜多 顕世 キタ ケンセイ 今年初戦頑張ります。

238 山城 人志 ヤマシロ ヒトシ

239 高橋 琢真 タカハシ タクマ

240 金城 裕平 キンジョウ ユウヘイ

241 川野 祐次郎 カワノ ユウジロウ

242 馬場 知弥 ババ トモヤ

243 近藤 敦史 コンドウ アツシ 楽しんで頑張ります

244 金 孝幸 コン タカユキ ジャパンカップ出場資格を得られるよう頑張ります。

245 鈴木 清太 スズキ セイタ ビーガンです

246 森 健太 モリ ケンタ 頑張ります

247 小川 慶之 オガワ ヨシユキ
パーソナルトレーナーの関口さんに出会えたことで、自分を変えるきっかけをもらえました。大会では支えてくださった方々や関口さんに成

果を見せたいと思います！

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （13名）

NO 選手からのコメント

248 黒柳 孝一 クロヤナギ コウイチ 優勝目指して頑張ります！

249 作場 嶺 サクバ レイ 精一杯頑張ります

250 森 るかひ モリ ルカヒ 初のコンテスト頑張ります

251 西村 太一 ニシムラ タイチ 精一杯頑張ります！

252 高良 英樹 タカラ ヒデキ コンテスト初挑戦の陽気なブラジル人です！とにかくぶつかってみようという精神で大会に挑みます！

253 齋藤 充 サイトウ ミツル

254 増田 義幸 マスダ ヨシユキ 2月のマッスルゲート新人戦で、出場したカテゴリーが僕1人だったので、もう一度チャレンジすることにしました！

255 迫 宗吾 サコ シュウゴ

256 川崎 友昭 カワサキ トモアキ 頑張ります！

257 塚本 英樹 ツカモト エイキ

258 馬場 知弥 ババ トモヤ

259 澤口 洋太 サワグチ ヨウタ

260 稲村 英至 イナムラ ヒデシ 初出場です。頑張ります。

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

261 安井 龍 ヤスイ リュウ 初出場頑張ります

　■大学生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

262 廿楽 歩 ツヅラ アユム

263 稲村 英至 イナムラ ヒデシ 初出場です。頑張ります。

　■168㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

264 小林 幸治 コバヤシ コウジ

265 星 正成 ホシ マサシゲ

266 成田 舜吾 ナリタ シュンゴ

267 廿楽 歩 ツヅラ アユム

　■175㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

268 高野 唯人 タカノ ユイト

269 川崎 友大 カワサキ ユウタ 頑張ります！

270 黒柳 孝一 クロヤナギ コウイチ 優勝目指して頑張ります！

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

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



271 作場 嶺 サクバ レイ 精一杯頑張ります

　■175㎝超級 （7名）

NO 選手からのコメント

272 吉野 博 ヨシノ ヒロシ 精一杯頑張ります！

273 馬場 真 ババ マコト 全ては子ども達のために

274 明石 知也 アカシ トモヤ

275 高橋 琢真 タカハシ タクマ

276 森 るかひ モリ ルカヒ 初のコンテスト頑張ります

277 西村 太一 ニシムラ タイチ 精一杯頑張ります！

278 高良 英樹 タカラ ヒデキ コンテスト初挑戦の陽気なブラジル人です！とにかくぶつかってみようという精神で大会に挑みます！

【ボディビル】

　■新人の部 （19名）

NO 選手からのコメント

279 中村 剛 ナカムラ ツヨシ

280 安藤 智一 アンドウ トモカズ 初めての大会出場。ベストを尽くします。

281 松丸 和弘 マツマル カズヒロ

282 鞠子 友宏 マリコ トモヒロ

283 津曲 英祥 ツマガリ エイショウ

284 黒柳 孝一 クロヤナギ コウイチ 優勝目指して頑張ります！

285 小島 晴貴 コジマ ハルキ はじめての大会なんで、全力尽くして頑張ります！

286 松川 達也 マツカワ タツヤ 自分には筋トレしかないです。

287 川上 喜久 カワカミ ヨシヒサ 憧れであり、念願でもあるボディビルコンテストへの出場。出るからには優勝を目指す。

288 明石 知也 アカシ トモヤ

289 和田 忠久 ワダ タダヒサ

290 二澤 卓馬 ニザワ タクマ ゆるっと頑張ります

291 皆葉 裕嗣 ミナバ ユウジ

292 齋藤 大智 サイトウ ダイチ 全艦 平和へ全速前進 ヨーソロー！

293 棚田 悠斗 タナダ ユウト

294 齋藤 充 サイトウ ミツル

295 増田 義幸 マスダ ヨシユキ 2月のマッスルゲート新人戦で、出場したカテゴリーが僕1人だったので、もう一度チャレンジすることにしました！

296 川崎 友昭 カワサキ トモアキ 頑張ります！

297 馬場 知弥 ババ トモヤ

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

298 小島 晴貴 コジマ ハルキ はじめての大会なんで、全力尽くして頑張ります！

　■ジュニアの部 （2名）

NO 選手からのコメント

299 西村 太一 ニシムラ タイチ 精一杯頑張ります！

300 安田 稜 ヤスダ リョウ 全知全能、伊藤しもん様の弟子です。

　■マスターズの部 （8名）

NO 選手からのコメント

301 坂口 俊司 サカグチ シュンジ 昨年に引き続きマッスルゲートに出場させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

302 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

303 今西 勝巳 イマニシ カツミ 還暦を目前に、再度チャレンジします。

304 竹田 正明 タケダ マサアキ 10年振りの大会です。怪我からの復帰戦を楽しみたいと思います。

305 吹澤 操 フキサワ ミサオ 精一杯頑張ります

306 関口 富義 セキグチ トミヨシ

307 赤間 竜也 アカマ タツヤ
お世話になります。昨年、ジム仲間の若い友人がマッスルゲートに出場し、とても感動致しました。感銘を受けて、自分も50歳にして初めて

ですが、是非出場させて頂きたく、精一杯頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

308 和田 忠久 ワダ タダヒサ

　■65kg以下級 （21名）

NO 選手からのコメント

309 加納 龍之介 カノウ リュウノスケコンテスト初出場です！温かい目で見守ってください！

310 モトムラ ミナト モトムラ ミナト 幼い頃ドラゴンボールの登場人物に憧れ筋肉が好きになりました。今日はこの後、大盛りのカツカレーが食べたいです。

311 村上 成史 ムラカミ セイシ 今年で44歳。目標は、竹内涼真さんに勝つこと！！よろしくお願いいたします！

312 林 伸陽 ハヤシ ノブヒロ

313 油布 誠一 ユフ セイイチ 昨日の自分を超えて頑張ります

314 藤 本和正 フジモト カズマサ

315 大塚 優 オオツカ マサル ホームトレーニングの限られた設備で、どれだけ評価していただけるのかと思い挑戦しようと思いました。

316 辻 礼人 ツジ アヤト 今回最大級までに肥大させた僕の遅筋を見てください！

317 中野 雅貴 ナカノ マサキ 弱い自分を変えるきっかけにします

318 浅川 豊 アサカワ ユタカ 大会楽しみます。

319 小林 健二 コバヤシ ケンジ

320 石井 玲央真 イシイ レオマ はじめての大会で緊張しすぎて、心臓がパンプアップしちまうぜ！

321 星 正成 ホシ マサシゲ

322 坂口 俊司 サカグチ シュンジ 昨年に引き続きマッスルゲートに出場させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

323 中村 剛 ナカムラ ツヨシ

324 安藤 智一 アンドウ トモカズ 初めての大会出場。ベストを尽くします。

325 松丸 和弘 マツマル カズヒロ

326 鞠子 友宏 マリコ トモヒロ

327 津曲 英祥 ツマガリ エイショウ

328 黒柳 孝一 クロヤナギ コウイチ 優勝目指して頑張ります！

329 小島 晴貴 コジマ ハルキ はじめての大会なんで、全力尽くして頑張ります！

　■70kg以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

330 長堂 嘉寿将 ナガドウ カズマサ

331 菅原 優希 スガワラ ユウキ 筋トレと釣りをNo. 1を目指しています！今日は優勝したら釣りして帰ろうと思います。
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332 上野 友暉 ウエノ トモキ マッスルゲートが好きで三年連続の出場です。今年も頑張ります！

333 大塚 一輝 オオツカ カズキ 頑張ります！

334 影山 慎 カゲヤマ シン 誠心誠意、頑張ります！！！

335 小林 幸治 コバヤシ コウジ

336 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

337 松川 達也 マツカワ タツヤ 自分には筋トレしかないです。

338 川上 喜久 カワカミ ヨシヒサ 憧れであり、念願でもあるボディビルコンテストへの出場。出るからには優勝を目指す。

　■75kg以下級 （8名）

NO 選手からのコメント

339 藤野 泰成 フジノ タイセイ

340 室山 進 ムロヤマ ススム

341 中山 雄登 ナカヤマ ユウト

342 成田 舜吾 ナリタ シュンゴ

343 高野 唯人 タカノ ユイト

344 川崎 友大 カワサキ ユウタ 頑張ります！

345 西村 太一 ニシムラ タイチ 精一杯頑張ります！

346 今西 勝巳 イマニシ カツミ 還暦を目前に、再度チャレンジします。

　■75kg超級 （6名）

NO 選手からのコメント

347 高橋 琢真 タカハシ タクマ

348 麻生 伴嗣 アサオ トモツグ 初心者ですが精一杯頑張ります。

349 伊藤 史紋 イトウ シモン

350 福田 直輝 フクダ ナオキ

351 馬場 真 ババ マコト 全ては子ども達のために

352 明石 知也 アカシ トモヤ

※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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