
　【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 (10名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

1 小林 夏実 コバヤシ ナツミ 東京都 マッスルゲート石川35歳未満158cm以下級3位 地元大井町で、多くのジム仲間と大会に出られて嬉しいです。

2 松木 真美 マツキ マミ 埼玉県 2019年オールジャパン35歳未満158cm以下級６位

3 佐野 愛美 サノ マナミ 東京都 2019年オールジャパン35歳未満158cm以下級4位

4 荒巻 来美 アラマキ クルミ 東京都 マッスルゲート福岡35歳未満158cm以下級優勝

5 リュウ エンタン リュウ エンタン 福岡県 マッスルゲート福岡35歳未満158cm以下級準優勝

6 小原 圭由 オハラ カユ 大阪府 マッスルゲート福岡35歳未満158cm以下級 3位 6月にトレーニングを始めたばかりですが、精一杯頑張ります！

7 椋本 裕子 ムクモト ユウコ 大阪府 マッスルゲート神戸35歳未満158cm以下級準優勝

8 河上 嘉子 カワカミ カコ 富山県 マッスルゲート石川35歳未満158cm以下級準優勝 最高の笑顔で頑張ります！

9 高橋 若葉 タカハシ ワカバ 東京都 マッスルゲート石川＆東京 35歳未満158㎝以下級優勝 精一杯頑張ります。

10 橘 智子 タチバナ トモコ 東京都 マッスルゲート東京35歳以下158cm以下級3位 骨格筋が大好きです．大会出場をきっかけに自身の骨格筋の変化を楽しみたいです．

　■35歳未満163㎝以下級 （７名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

11 渡邉 美月 ワタナベ ミヅキ 兵庫県 2019年JBBF兵庫オープン1位、関西オープン2位35歳未満163cm以下級
会計士とトレーニーの両立に挑戦しています。節目の年であるはずだった今年、心が折れかけたところでの大

会出場に希望を持っています。支えてくれた人のために結果を残します。

12 中山 桜子 ナカヤマ サクラコ 東京都 関東ボディビル選手権大会オーバーオール優勝、オールジャパン5位 自分の納得のいくステージングになるように頑張ります。

13 河野 安佳里 カワノ アカリ 千葉県 2019年長崎県西海フィットネス大会優勝 やってきたことを出し切ります！

14 日比 佑伊子 ヒビ ユイコ 東京都 マッスルゲート札幌35歳未満163cm以下並びにオーバーオール優勝 自分らしく頑張ります！

15 大竹 奈々 オオタケ ナナ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm以下級準優勝 出場権を頂きましたので精一杯頑張りたいと思います！

16 西久保 志帆 ニシクボ シホ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm以下級6位 今出来る自分のベストを出したいと思います。

17 岡田 未緒 オカダ ミオ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm以下級5位 縫工筋ラブ

　■35歳未満163㎝超級 （8名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

18 鏡石 あかね カガミイシ アカネ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm以下級4位

19 獺口 真衣 オソグチ マイ 神奈川県 神奈川県オープンフィットネス大会4位

20 中山 知佳穂 ナカヤマ チカホ 埼玉県
2019JBBF東日本オープン35歳未満163cm超級優勝

2019JBBF山梨県オープン35歳未満163cm超級優勝オーバーオール優勝

自分の人生を変えるきっかけをくれたと言っても過言ではない、普段からお世話になっているゴールドジム様

主催の大会に出場出来て幸せです。ホームのさいたまスーパーアリーナ店に少しでも恩返し出来るよう、今日

はステージで自分を出しきって楽しみたいと思います。また、ゴールドジム店舗利用全国制覇を目標に休日は

店舗を巡り、ウェアやグッズも集めたりと、「ゴールドジム愛」は誰にも負けないつもりなので、その熱意も

伝わるような最高の１日にしたいと思います。

21 堀田 ひろみ ホリタ ヒロミ 富山県 マッスルゲート石川大会オーバーオール優勝 コロナ禍のピンチをチャンスに変えて、全力を尽くします！

22 韋 笑笑 ウェイ ショウショウ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm以下級３位

23 柿 夏芽 カキ ナツメ 埼玉県 マッスルゲート東京35歳未満163cm超級 優勝 デビュー年の最後のステージを最高の自分で楽しみたいと思います！

24 山之内 瑛美 ヤマノウチ エミ 神奈川県 マッスルゲート東京35歳未満163cm超級 ６位

25 吉松 優 ヨシマツ ユウ 東京都 マッスルゲート東京35歳未満163cm超級 ５位

　■35歳以上160㎝以下級 （15名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

26 栗山 恵美 クリヤマ エミ 大阪府 マッスルゲート川崎フィットネスビキニ2位 しっかり身体を作って出場したいと思います。よろしくお願い致します。

27 加藤 明子 カトウ メイコ 東京都 マッスルコンテストジャパン ビキニ マスターズ 優勝

28 尾川 みどり オガワ ミドリ 山梨県
2019オールジャパン35歳未満158cm以下級準優勝

2019グランドチャンピオンシップス6位

今年のこの状況下、選手へのステージを用意してくださりありがとうございます。昨年から選手としてレベル

アップした姿でこのステージに必ず立ちます。

29 畠山 恵子 ハタケヤマ ケイコ 埼玉県
マッスルコンテスト東京マスターズ クラスA 準優勝

マッスルコンテストジャパンマスターズクラスA　4位
NPCではなくJBBFの選手と同じステージで競えるこのステージを楽しみます！

30 小林 尚美 コバヤシ ナオミ 東京都 2019オールジャパン35歳以上160cm以下準優勝 今までの集大成がステージで表現できるよう頑張ります。

31 寺嶋 理紗 テラシマ リサ 神奈川県 マッスルゲート品川ビキニノービス＆マスターズ優勝。

デビュー戦である一月のマッスルゲートに出場後、次の大会を夢見てトレーニングに励んできました。トレー

ニング歴はジャパンカップ当日でようやく1年4ヶ月。マスターズ世代にして新米選手ですが、ベテラン選手と

並び、成長した姿で舞台に立ち、審査員の方々や観客の皆さまの印象に強く残る選手となれるよう、一年間の

全てをステージで出しきりたいと思います。フィットネスが盛り上がり、皆んなの元気が湧く大会を設けてく

ださったことに感謝して、この大会を楽しみ、思い出に残る一日としたいです。

32 中澤 友佳 ナカザワ ユカ 愛知県 2019オールジャパン160ｃｍ以下級5位

33 千葉 美里 チバ ミサト 北海道 マッスルゲート札幌35歳以上160cm以下級優勝 オーバーオール第2位 現時点での自分のレベルを確認し、次の進化に繋げたいです

34 内藤 香 ナイトウ カホリ 東京都 JBBF オールジャパン35歳以上160cm以下級4位、マッスルコンテスト優勝 貴重な大会出場～このステージをめいいっぱい楽しみたいです

35 目谷 久美子 メヤ クミコ 北海道 マッスルゲート札幌35歳以上160cm以下級準優勝
JAPAN CUPという大舞台に立てる事を思うと心弾ませておりますマッスルゲートで良かった事、反省した事を

生かし臨みたいと思います

36 奥村 若葉 オクムラ ワカバ 東京都 マッスルゲート東京35歳以上160cm以下級６位 ピアノを弾くビキニ選手として頑張ります。

37 渡井 博子 ワタイ ヒロコ 静岡県 マッスルゲート東京35歳以上160cm以下級3位

38 阿部 典子 アベ ノリコ 埼玉県 マッスルゲート東京35歳以上160cm以下級4位

39 舟越 水咲 フナコシ ミサキ 東京都 マッスルゲート東京35歳以上160cm以下級優勝

40 田中 裕子 タナカ ユウコ 群馬県 マッスルゲート東京35歳以上160cm以下級準優勝 コーチ、仲間、友人、応援してくださる方々に感謝してステージに立ちます

　■35歳以上160㎝超級 （10名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

41 岩井 知子 イワイ トモコ 東京都
マッスルコンテストJAPAN ビキニ優勝

2017東日本選手権選手権クラス別優勝
頑張ります

42 志水 佐和 シミズ サワ 東京都 マッスルゲート福岡ボディフィットネス準優勝、ビキニ４位 上を目指したい

43 珠玖 織子 シュク オリコ 大阪府 2019年関西オープン大会優勝
フィットネスと出会ったことで、私の人生は大きく変化し豊かなものになりました。コロナ禍の大変な時期で

はありますが、どんな壁でも乗り越えていけると信じて、自分の挑戦を続けたいと思います。

44 横田 なおみ ヨコタ ナオミ 大阪府
2018年キングオブフィジーク163cm以下級4位

2018年兵庫オープン、関西オープン163cm以下③級３位
今年の集大成！精一杯ステージを楽しみたいです。

45 Akhunova Olga アクノバ オルガ 東京都 2019東京選手権35歳以上級3位

46 伊藤 真実 イトウ マナミ 千葉県 マッスルゲート石川35歳以上160cm超級5位 ベストを尽くして頑張ります！

47 深沢 万佐子 フカザワ マサコ 千葉県 マッスルゲート石川35歳以上160cm超級４位

48 後藤 美智子 ゴトウ ミチコ 神奈川県 2019神奈川県大会クラス別２位　2019東日本大会クラス別優勝 周りの人達への感謝と共に、1年間の成果を悔いなく出し切りたいと思います。

49 朝廣 きよこ アサヒロ キヨコ 東京都 マッスルゲート東京35歳以上160cm超級3位

50 三井 直美 ミツイ ナオミ 東京都 マッスルゲート東京35歳以上160cm超級 優勝 ライバルは自分。目指すのはもちろん1番。思いっきり楽しみます！

【メンズフィジーク】

　■マスターズ172㎝以下級 （11名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

51 梶内 賢 カジウチ ケン 福島県
マッスルゲート品川ノービス準優勝

マッスルゲート川崎マスターズ準優勝
コロナに負けない心と身体を作り上げてここに来ました！自分を思い切り表現したいです！

52 関口 貴夫 セキグチ タカオ 千葉県 2019オールジャパン40歳以上172cm以下3位 最高の準備をして勝ちに来ました。

53 安田 一恒 ヤスダ カズツネ 愛知県 2019年オールジャパンメンズフィジーク50歳以上クラス準優勝 今年度初大会で気合い十分です。若い方に負けないよう頑張ります。

54 柴垣 俊徳 シバガキ トシノリ 神奈川県 2018年神奈川オープンマスターズ40才以上172cm以下級第３位
55才からトライした超遅咲きのフィジーカーですが、60才迄にJBBFオールジャパンメンズフィジークマスター

ズ50才以上でファイナリストになれるように、この舞台から改めて夢を目指したいと思います。

55 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 神奈川県
2019年神奈川オープン マスターズ 172cm以下優勝

2019年石川オープンマスターズ優勝

56 三浦 剛 ミウラ ゴウ 埼玉県
マッスルコンテスト東京ノービスクラスA、マスターズ準優勝、

クラスA 5位

今年はコンテストが無くなってしまい、目標を失いかけた時にこの大会がある事を知り、気合いを入れるべく

エントリーさせていただきました。不撓不屈の精神で頑張ります。

57 溝尾 元洋 ミゾオ モトヒロ 東京都 2017東京選手権172cm以下級4位
普段はゴールドジム銀座東京、銀座中央中心にトレーニングしながらパワーリフティング年齢別の日本一を目

指しています。今回は、ボディメイクをしっかりとして大会を盛り上げます。

58 栗本 康弘 クリモト ヤスヒロ 大阪府
マッスルゲート神戸マスターズ172cm以下級優勝

2019JBBF関西オープ40歳以上172cm以下級優勝
今季最終戦、精一杯ステージを楽しみたいと思います。

59 藤巻 貴之 フジマキ タカユキ 東京都 2019年関東選手権6位、2019年埼玉選手権5位 No rain、 No rainbow！！よろしくお願いいたします。

60 下山 文裕 シモヤマ フミヒロ 千葉県 マッスルゲート東京マスターズ172cm以下級２位

61 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ 東京都 マッスルゲート東京マスターズ172cm以下級４位 猪突猛進

　■マスターズ172㎝超級 （18名）

NO 都道府県 主なタイトル 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
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氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



62 杉崎 宏哉 スギサキ ヒロヤ 東京都 2019東日本選手権40歳以上172cm超級準優勝

モットーはNever too late 「遅すぎる事はない」。40歳超えてフィットネス業界に関わり、44歳から大会挑戦

を始めました。周りには「いまさら遅いよ」と言われましたが、「遅すぎる事はない」という自分のモットー

を体現するために挑戦を続けています。身体を変えるのに遅すぎる事はないんです。Never too late.

63 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ 千葉県
2018千葉選手権準優勝

2019東京選手権５位、2019東日本選手権５位
娘にかっこいいパパの姿を見せたい

64 船本 康晴 フナモト ヤスハル 埼玉県 2018 オールジャパンマスターズ 6位

65 白石 進 シライシ ススム 埼玉県
2019東日本オープン40歳以上172cm以下級3位

2018山梨オープン17cm以上：4位
私に関わる全ての方々に感謝を込めて全力で頑張ります！

66 植村 明 ウエムラ アキラ 東京都 2019関東オープン176㎝超級6位50歳以上級優勝 頑張ります！

67 鹿倉 祥正 シカクラ ヨシマサ 埼玉県 2019埼玉県大会決勝進出者

68 三和 達平 ミワ タツヘイ 東京都 2019関東オープン マスターズ50歳以上 6位 還暦が見えてきましたが、まだまだ頑張ります。

69 村田 興平 ムラタ コウヘイ 東京都
2019神奈川オープンマスターズ4位

2019年東京選手権メンズフィジーク

70 山本 浩司 ヤマモト コウジ 神奈川県 2019年 神奈川オープン メンズフィジーク 172㎝超級 40歳以上 2位

71 新保 大志 シンボ タイシ 石川県 マッスルゲート福岡マスターズ172cm以上級優勝 決勝進出が目標です。

72 宮下 潤 ミヤシタ ジュン 千葉県 マッスルゲート神戸マスターズ172cm超級3位
2020年最大のコンテストに出場できて光栄です。後悔を残さないよう、100％のパフォーマンスを出し切りま

す。

73 金元 悠司 カナモト ユウジ 大阪府 マッスルゲート神戸 マスターズ172cm超級優勝
40歳の時にフィジークという競技を知り、本格的にトレーニングを始めて2年ですが、自分の身体がどれくらい

なのか知りたくて出場しました。コロナの中、本大会を開催いただき本当にありがとうございます。

74 内山 義久 ウチヤ ヨシヒサ 福岡県 マッスルゲート福岡マスターズ172cm超級2位
各団体の大会開催が延期される中この様なイベントをしてくださりありがとうございます。出来る限りの準備

をして大会に参加させて頂きます。

75 田中 輝彦 タナカ テルヒコ 群馬県 マッスルゲート石川マスターズ172cm超級3位

76 森山 健三 モリヤマ ケンゾウ 長崎県 2019オールジャパンメンズフィジーク40歳以上49歳以下172cm超級 優勝 来シーズンの課題が見付かれば嬉しいです。西の果てから行くので お土産を持って帰るつもりです。

77 松井 秀輔 マツイ シュウスケ 北海道 マッスルゲート札幌マスターズ172cm超級優勝 大会が開催されることに感謝して楽しみたいと思います。

78 中村 宗人 ナカムラ ムネト 神奈川県 マッスルゲート東京マスターズ172cm超級準優勝 全力をつくします。

79 八木 忠顯 ヤギ チュウケン 東京都 マッスルゲート東京マスターズ172cm超級優勝

　■168㎝以下級 （16名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

80 梶内 賢 カジウチ ケン 福島県
マッスルゲート品川ノービス準優勝

マッスルゲート川崎マスターズ準優勝
コロナに負けない心と身体を作り上げてここに来ました！自分を思い切り表現したいです！

81 木村 拳太 キムラ ケンタ 神奈川県 2019JBBFオールジャパン168cm以下級3位 今年大会出場できることに感謝しベストコンディションに仕上げていきます。

82 石塚 光 イシヅカ ヒカル 東京都 2019関東選手権168cm以下級優勝

83 佐藤 純平 サトウ ジュンペイ 北海道 マッスルゲート札幌168cm以下級 5位

84 秀島 将太郎 ヒデシマ ショウタロウ 福岡県 マッスルゲート福岡新人の部第5位、168cm以下級第6位 福岡代表としてはりきっていきます。

85 馬場 テオ ババ テオ 熊本県 マッスルゲート福岡168cm以下級３位

86 西田 聖彦 ニシダ マサヒコ 東京都 2019JBBF三重、宮城、栃木大会168センチ以下級優勝 レッツパンピングアイアン!!パンッにしだっくす！

87 前田 祥吾 マエダ ショウゴ 福岡県 マッスルゲート福岡168cm以下級 優勝 福岡大会以上に仕上げて本年の集大成を飾ります。ジャパンカップ楽しみます！

88 田中 光昭 タナカ ミツテル 東京都 2919石川選手権3位　2019年東京選手権3位 この後の爆食が楽しみです！！

89 小谷田 貴 コヤタ タカシ 神奈川県 2019マッスルコンテスト東京オープンクラスA3位、ティーン優勝 ゴールドジム代表になります。

90 津留崎 直紀 ツルサキ ナオキ 福岡県 マッスルゲート福岡168cm以下級４位

91 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ 埼玉県 マッスルゲート石川168cm以下級５位

92 宮崎 諒 ミヤザキ マコト 神奈川県 2019神奈川オープン168cm以下級 準優勝 今季大舞台踏める貴重な大会、どこまで通用するか試してみたいです！さー頑張ろう。

93 木村 綱希 キムラ ツナキ 埼玉県
2018年東北北海道オープン172cm以下級優勝

マッスルゲート東京168cm以下級３位

94 島根 豊 シマネ ユタカ 埼玉県 マッスルゲート東京168cm以下級優勝 運動と健康が大好きです！ジャパンカップも一生懸命頑張ります！

95 野崎 健太 ノザキ ケンタ 神奈川県 マッスルゲート東京 新人の部 2位 、168cm以下級 2位

　■172㎝以下級 （15名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

96 及川 雅功 オイカワ マサノリ 神奈川県 2019年関東選手権7位、 2019年神奈川オープン4位 存分に楽しみます

97 金子 哲也 カネコ テツヤ 埼玉県 2019埼玉選手権 6位 3/11に子供が産まれたのでかっこいいパパの姿を見せれるように頑張ります！

98 今野 悦志 コンノ エツシ 北海道 マッスルゲート札幌172cm以下級3位 上位に食い込めるように頑張ります

99 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県
マッスルゲート東京メンズフィジーク172cm以下級、クラシックフィジーク

175cm以下級優勝の2冠王

今年はコロナの影響でコンテスト自体が無くなってしまうと思っていました、本当に大会会場設営や感染予

防、運営、全てが今までにないくらい大変かと思われる中、コンテスト開催ありがとうございます。凄く出た

かったボディビルのカテゴリーだけ出場権が無かったのですがマッスルゲート東京でなんとか資格を手にする

事が出来ました！トリプルエントリーで出るからにはトリプル優勝を狙います！当日はよろしくお願い致しま

す！

100 中村 優真 ナカムラ ユウマ 広島県 マッスルゲート福岡172cm以下級 2位 チーム広島で頑張ります！！！ちゃんと書きました！！！

101 児島 龍樹 コジマ リュウキ 福岡県 マッスルゲート福岡172cm以下級優勝 日本で12位以内に入る為に福岡から来ました！

102 林 賢一郎 ハヤシ ケンイチロウ 埼玉県 2017JBBF関東オープン172cm以下級 優勝 今年最後の大会、精一杯頑張ります。

103 竪林 大悟 タテバヤシ ダイゴ 兵庫県 マッスルゲート神戸172cm以下級5位 大会後のハンバーガーをもう一回味わいたいです。

104 山崎 正彦 ヤマサキ マサヒコ 兵庫県 マッスルゲート神戸172cm以下級2位 ハンデがあろうとも理想の身体に近づけるホームトレーニー

105 国崎 魁 クニサキ カイ 神奈川県 マッスルゲート石川172cm以下級2位

106 腰 晴喜 コシ ハルキ 愛知県
マッスルゲート石川172cm以下級優勝

マッスルゲート石川オーバーオール優勝
優勝目指して頑張ります！

107 佐々木 駿 ササキ シュン 東京都 マッスルゲート石川172㎝以下級6位 体が物凄く大きくなくても活躍できることを証明して、フィジーク大会出場の敷居を変えたい。

108 渡邊 光希 ワタナベ コウキ 兵庫県 2019兵庫オープン23歳以下級6位 このような社会情勢の中コンテストに出場できる喜びをステージで全力で表現します。

109 林 慎之輔 ハヤシ シンノスケ 東京都 マッスルゲート東京172cm以下級 2位 笑顔で頑張ります！

110 京角 省吾 キョウカク ショウゴ 埼玉県

2019埼玉オープン優勝

2019東京選手権優勝

マッスルゲート東京172cm以下級4位

マッスルゲート東京大会で悔しい思いをしたので、ジャパンカップという大きな舞台で挽回します。

　■176㎝以下級 （22名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

111 白石 進 シライシ ススム 埼玉県
2019東日本オープン40歳以上級3位

2018山梨オープン172cm以上級4位
私に関わる全ての方々に感謝を込めて全力で頑張ります！

112 小保方 翔大 オボカタ ショウタ 千葉県 マッスルゲート東京大会176cm以下級５位

113 伊藤 淳 イトウ アツシ 宮城県 2019宮城オープンオーバーオール優勝 過去最高の体でステージに立ちます。

114 中川 正登 ナカガワ マサト 東京都 2019東京選手権大会 5位

115 宮川 玲 ミヤカワ レイ 東京都 2019東京選手権176cm以下優勝

116 川中 健介 カワナカ ケンスケ 千葉県 全日本高校優勝、千葉県選手権優勝、全日本ジュニア11位 頑張ります。

117 小川 祐樹 オガワ ユウキ 東京都

2017関東オープン176cm以下級3位

2018関東オープン176cm以下級5位

2019東京選手権176cm以下級 4位

118 池崎 拓人 イケザキ タクト 宮城県 マッスルゲート札幌新人の部3位、176ｃｍ以下級2位 マッスルゲートから上がってきました！！

119 飯田 祐介 イイダ ユウスケ 千葉県 第2回茨城県メンズフィジーク選手権大会優勝

120 山田 聖將 ヤマダ キヨマサ 北海道 マッスルゲート札幌176cm以下級6位

121 河野 裕二 コウノ ユウジ 埼玉県 2014三重県ボディビル選手権大会5位

122 井桁 悠太郎 イゲタ ユウタロウ 福岡県 マッスルゲート福岡176cm以下級2位、新人の部 3位 九州男児の力見せます！

123 西原 寛之 ニシハラ ヒロユキ 福岡県 マッスルゲート福岡176cm以下級 6位 工場勤務サラリーマンの意地を見せたいと思います。

124 伊吹 主税 イブキ チカラ 大阪府 マッスルゲート神戸176cm以下級＆オーバーオール優勝 自分がどこまで通用するのか試したい。

125 飛田 雄也 トビタ ユウヤ 愛知県 マッスルゲート神戸176cm以下級4位 精一杯楽しみたいです！

126 小竹 弘宣 コタケ ヒロノリ 神奈川県 2019JBBF東日本オープン176cm以下級 2位 日頃からお世話になっている寺島遼選手に成長した姿を見ていただきたいです！絶対勝ちます！

127 金城 裕平 キンジョウ ユウヘイ 沖縄県 マッスルゲート福岡176cm以下級7位 頑張りマッスル

128 城間 皓亮 シロマ ヒロアキ 埼玉県
2017年埼玉県ボディビル選手権70kg以下級6位

2019年マッスルコンテスト メンズフィジークノービス5位
今年ないと思っていた大会に参加できてとても幸せです。ステージでは目一杯楽しみます！

129 沼田 太郁樹 ヌマタ タイキ 東京都 2019埼玉オープン176cm以下級2位

130 中道 元 ナカミチ ハジメ 東京都 マッスルゲート福岡176cm以下級5位

131 橋本 拓英 ハシモト タクエイ 神奈川県 マッスルゲート石川176cm以下級６位

132 川部 響生 カワベ ヒビキ 東京都 マッスルゲート東京176cm以下級３位

　■176㎝超級 （18名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

133 植村 明 ウエムラ アキラ 東京都 2019関東オープン176㎝超級6位、50歳以上級優勝 頑張ります！

134 鹿倉 祥正 シカクラ ヨシマサ 埼玉県 2019埼玉県大会決勝進出

135 穴見 一佐 アナミ カズサ 東京都 2019IFBB世界ジュニア選手権大会オーバーオール優勝 23歳以下世界一のプライドにかけて必ず優勝します。

136 水谷 航太 ミズタニ コウタ 静岡県 2019静岡県大会オーバーオール優勝

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



137 茂見 祥平 シゲミ ショウヘイ 東京都 2019関東選手権176cm超級優勝　2019選手権176cm超級優勝

コロナウィルスで世界が大変な中、このような機会を設けてくださったゴールドジム及び関係者の方々に感謝

申し上げます。感謝の気持ちも込めて、日頃のトレーニングの成果をお披露目できたら、嬉しいです。負ける

イメージが湧かないので、負けないです。もちろん、優勝します。

138 市元 亮 イチモト リョウ 東京都 2019南九州メンズフィジークオープン大会 優勝 今出せる最大限の力を発揮したいです。

139 翁 捷 オキナ ショウ 東京都 マッスルコンテスト東京ノービス優勝、オープン3位 環境厳しくても、決めたことを最後までやりきる！

140 笹原 功貴 ササハラ コウキ 北海道 マッスルゲート札幌176cm超級 優勝
昨年大病（脳腫瘍）を乗り越えて、ここまできました。勇気と希望を同じ病の人へ、感動をフィジークを通じ

てより多くの人へ与えたいです。

141 福本 海斗 フクモト カイト 福岡県 マッスルゲート福岡176cm超級２位 ジャパンカップも頑張ります

142 岩田 卓磨 イワタ タクマ 神奈川県 2019マッスルコンテストジャパン準優勝 大会を開催していただきありがとうございます。まだまだ若手に負けません！！

144 金石 明久 カネイシ アキヒサ 沖縄県 マッスルゲート神戸176㎝超級 2位 Do my best ！師匠である沖縄県名護ジム、島袋正和会長に恩を報えるよう全身全霊で頑張ります。

145 間瀬 雄大 マセ ユウダイ 愛知県 マッスルゲート石川176cm超級優勝 トップ選手達相手に、自分がどこまで通用するかわかりませんが、全力で頑張ります！

146 箕浦 啓二朗 ミノウラ ケイジロウ 京都府 マッスルゲート神戸176cm超級3位

全ては自分の責任であり、連戦によりベストコンディションでステージに立てず、表彰ミスを招いてしまった

神戸大会。ジャパンカップでは、運営並びに審査員の方々、そして会場の皆様に自分史上最高のコンディショ

ンで僕のフィジークを披露します。

147 山城 人志 ヤマシロ ヒトシ 東京都 マッスルゲート石川176cm超級2位 今年最後の大会なので、全力で楽しみたいと思います。

148 渡邉 勇人 ワタナベ ハヤト 神奈川県 マッスルゲート東京176cm超級2位 いつも支えてくれている家族の為に全力で頑張ります！

149 宗野 広大 ムネノ コウダイ 神奈川県 マッスルゲート東京176㎝超級優勝 町田ゴールドのみんなに良い報告が出来るよう頑張ります！

150 津森 一誠 ツモリ イッセイ 神奈川県 マッスルゲート東京176cm超級 3位　新人の部優勝

【ボディフィットネス】

　■35歳未満 （3名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

151 小林 夏実 コバヤシ ナツミ 東京都 マッスルゲート石川35歳未満158cm以下級3位 地元大井町で、多くのジム仲間と大会に出られて嬉しいです。

152 野沢 知代 ノザワ トモヨ 埼玉県 2019オールジャパン35歳未満級優勝 ステージに立てることに感謝して精一杯頑張ります。

153 吉松 優 ヨシマツ ユウ 東京都 マッスルゲート東京35 歳未満優勝

　■45歳未満 （4名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

154 倉持 めぐみ クラモチ メグミ 東京都 2019東京選手権　4位 気合入ってますが、楽しみたいと思います。

155 栗山 恵美 クリヤマ エミ 大阪府 マッスルゲート川崎準優勝 しっかり身体を作って出場したいと思います。よろしくお願い致します。

156 石井 ゆうき イシイ ユウキ 東京都 マッスルゲート石川45歳未満級優勝、オーバーオール優勝 来年以降の競技の糧となるよう、悔いの残らないようにやり切ります。どうぞよろしくお願いします。

157 石井 さやか イシイ サヤカ 東京都 マッスルゲート東京45歳未満級優勝 今季最後の大会を思いっきり楽しみます！

　■55歳未満 （5名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

158 岩井 知子 イワイ トモコ 東京都 2019オールジャパン３位　マッスルコンテストフィギュア優勝 頑張ります

159 石橋 綾子 イシバシ アヤコ 埼玉県 2019東京選手権 3位

160 志水 佐和 シミズ サワ 東京都 マッスルゲート福岡55歳未満級3位 上を目指したい

161 井上 詩子 イノウエ ウタコ 沖縄県
マッスルゲート福岡55歳未満級＆オーバーオール優勝

2019オールジャパン選手権４位

162 新沼 隆代 ニイヌマ タカヨ 東京都 マッスルゲート 東京大会55歳未満級 優勝 挑戦！思い切り楽しみたいと思います。

　■55歳以上 （7名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

163 沼田 初恵 ヌマタ ハツエ 神奈川県
2019オールジャパン50才以上級準優勝

2019東日本女子フィジーク選手権オーバーオール優勝
ジムが再開してからしっかりトレーニングした結果として、ステージ上でボディメイクを表現したいです。

164 小島 範子 コジマ ノリコ 神奈川県 マッスルゲート東京55歳以上級3位、女子フィジーク5位 最高の自分を目指して頑張ります！！

165 佐藤 とく子 サトウ トクコ 東京都 2019オールジャパン50歳以上級6位
今年はこれが最初で最後の大会です！自粛中も計画を立てて、家トレを欠かさず行いました。努力は、必ず良

い結果を出すと、信じています！よろしくお願いいたします。

166 本村 あゆみ モトムラ アユミ 沖縄県
2017、2018オールジャパン50歳以上級6位

2019年西日本選手権163cm級3位

11月に大会に出場する事はあまり無いので、コンディションがどうなるかが未知数です。いつもだったらオフ

シーズンで美味しいスイーツ三昧なので、今年はお楽しみは先送りです。「年齢なんて背番号」なので、マイ

ペースで頑張ります。

167 小峯 栄子 コミネ エイコ 神奈川県 マッスルゲート東京55歳未満級2位 これまでのトレーニングの成果を試してみたいです。2021年も夢に向かって突き進みます！

168 池守 典子 イケモリ ノリコ 東京都 マッスルゲート東京55歳以上級2位

170 吉田 邦子 ヨシダ クニコ 千葉県 マッスルゲート東京55歳以上級優勝 20キロの減量から、新しい人生に挑戦です。また還暦の記念としても頑張ります！よろしくお願いします。

【ミックスドペア】 （1組）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

高岡 由紀江 タカオカ ユキエ

斎藤 忠男 サイトウ タダオ

【クラシックフィジーク】

　■168㎝以下級 （5名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

171 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都
2019埼玉県ボディビル選手権70kg以下級３位

2019関東クラス別ボディビル選手権70kg以下級 10位
頑張ります

172 長田 好人 オサダ ヨシヒト 神奈川県 マッスルゲート石川新人の部 2位、ボディビル新人の部4位

173 崔 格図 サイ カクト 東京都 マッスルゲート東京 ボディビル新人の部優勝

174 毛利 智明 モウリ トモアキ 愛知県 マッスルゲート石川168cm以下級2位 全国レベルの選手に食らい付きます

175 松本 尚輝 マツモト ナオキ 東京都 マッスルゲート石川ノービス優勝 優勝目指して頑張るぞい！

　■175㎝以下級 （7名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

176 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県
マッスルゲート東京メンズフィジーク172cm以下級、クラシックフィジーク

175cm以下級優勝の2冠王

今年はコロナの影響でコンテスト自体が無くなってしまうと思っていました、本当に大会会場設営や感染予

防、運営、全てが今までにないくらい大変かと思われる中、コンテスト開催ありがとうございます。凄く出た

かったボディビルのカテゴリーだけ出場権が無かったのですがマッスルゲート東京でなんとか資格を手にする

事が出来ました！トリプルエントリーで出るからにはトリプル優勝を狙います！当日はよろしくお願い致しま

す！

177 竪林 大悟 タテバヤシ ダイゴ 兵庫県 マッスルゲート神戸新人の部優勝、メンズフィジーク172cm以下級5位 大会後のハンバーガーをもう一回味わいたいです。

178 本間 大地 ホンマ ダイチ 東京都 2018全日本高校生選手権大会 ファイナリスト すごい人達と並びたいです

179 横關 裕二 ヨコゼキ ユウジ 茨城県
マッスルゲート札幌ボディビル75kg級優勝

クラシックフィジークオーバーオール優勝
がんばります！

180 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 マッスルゲート石川175㎝以下級5位

181 五味原 領 ゴミハラ レイ 東京都
2019全日本学生ボディビル選手権準優勝

2019全日本ジュニアボディビル選手権優勝

182 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ 東京都 マッスルゲート神戸175cm以下級＆オーバーオール優勝
コロナ禍の中このような機会を頂い、大会のスタッフ皆様に大変感謝申し上けます。

よろしくお願いします。

　■クラシックフィジーク175㎝超級 （8名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

183 本多 勝幸 ホンダ カツユキ 東京都
2019東京クラス別選手権75kg以下級10位

2019東京選手権マスターズ50才以上級6位

ゴールドジムで切磋琢磨するトップ選手達と同じステージに並べる喜びを噛みしめながら、積極的なポージン

グが出来るよう頑張りたいと思います。

184 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 マッスルゲート神戸 175cm超級 ２位

185 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ 東京都 マッスルゲート東京 ボディビル新人の部 2位

186 卯月 大登 ウヅキ ヤマト 石川県 2018石川県ボディビル選手権男子一般の部 優勝 クラシックを体現出来るよう頑張ります

187 角山 克也 カクヤマ カツヤ 神奈川県 2018日本クラス別ボディビル選手権85kg級3位

188 岩田 寛 イワタ ヒロシ 神奈川県 マッスルゲート東京新人の部 第４位 せっかくのオポチュニティーなので、今の自分なりに全力で頑張ります！

189 岸田 勇輝 キシダ ユウキ 神奈川県 マッスルゲート神戸 175㎝超級3位

190 江田 大和 エダ ヤマト 千葉県 マッスルゲート東京175cm超級３位 本大会に出られることを光栄に思います。ご指導いただいた全ての方に感謝して全力で挑みたいと思います。

【ウーマンズフィジーク】 （11名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

191 清水 恵理子 シミズ エリコ 東京都
2014日本選手権準優勝

2019全日本マスターズ女子フィジーク50歳以上級優勝
競技ができる喜びを込めてポージングをします。

192 沼田 初恵 ヌマタ ハツエ 神奈川県
2019オールジャパンミスボディフィットネス選手権55才以上級2位

2019東日本女子フィジーク選手権オーバーオール優勝
ジムが再開してからしっかりトレーニングした結果として、ステージ上でボディメイクを表現したいです。

193 岩井 知子 イワイ トモコ 東京都 2018日本クラス別選手権163㎝超級準優勝 頑張ります

194 白井 香 シライ カオリ 大阪府 2019日本クラス別選手権163㎝超級4位 JBBFのコンテストがない中で、自分へのチャレンジと思い出場します。

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

169 愛媛県 マッスルゲート石川優勝 元パワーリフターからのボディーコンテストのチャレンジ4年目です。まだまだ続く！（高岡）

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



195 社林 佳奈 コソバヤシ カナ 福岡県 マッスルゲート福岡優勝 笑顔いっぱいで頑張りたいと思います！

196 片山 めぐみ カタヤマ メグミ 香川県 マッスルゲート神戸優勝 全力でポージングをします！！

197 才木 玲佳 サイキ レイカ 東京都 マッスルゲート東京優勝

199 林 智砂 ハヤシ チサ 東京都 マッスルゲート東京2位 自分の最高のパフォーマンスを出せるよう、頑張ります。

200 内田 夏苗 ウチダ カナエ 東京都 マッスルゲート神戸2位　マッスルゲート東京3位
2020年マッスルゲート神戸大会、東京大会からブラッシュアップしたステージをお見せ出来るよう頑張りま

す。

201 小島 範子 コジマ ノリコ 神奈川県 マッスルゲート東京5位、ボディフィットネス55歳級以上3位 最高の自分を目指して頑張ります！！

【ボディビル】

　■ジュニア（23歳以下） （7名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

202 坂本 陽斗 サカモト ハルト 愛知県 マッスルゲート東京ジュニア2位

203 本間 大地 ホンマ ダイチ 東京都 2018全日本高校選手権ファイナリスト すごい人達と並びたいです

204 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル 東京都 マッスルゲート札幌ジュニア優勝
高校生活最後のボディビル。私のSTEADY PROGRESSIONを見ていてください。皆様、よろしくお願い致しま

す。

205 川田 聖侃 カワタ マサヤ 北海道 マッスルゲート札幌ジュニア3位 悔しかったので来ました。

206 水野 太智 ミズノ タイチ 東京都 マッスルゲート石川ジュニア4位

207 福田 直輝 フクダ ナオキ 東京都 マッスルゲート東京ジュニア4位 決勝に進めたので、がんばります。

208 横江 輝龍 ヨコエ キリュウ 静岡県 マッスルゲート東京ジュニア3位

　■マスターズ50歳以上 （14名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

209 手塚 修 テヅカ オサム 東京都 2018東京選手権マスターズ50歳以上の部優勝 完全燃焼できるように頑張ります。

210 本多 勝幸 ホンダ カツユキ 東京都 2019東京選手権マスターズ50歳以上の部6位
ゴールドジムで切磋琢磨するトップ選手達と同じステージに並べる喜びを噛みしめながら、積極的なポージン

グが出来るよう頑張りたいと思います。

211 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ 神奈川県 2011関東マスターズ40歳以上の部 優勝 50歳の節目の年を迎え、まだまだやれるということを身をもって証明したい

212 葉波 潤一郎 ハナミ ジュンイチロウ埼玉県 2017埼玉選手権マスターズ75kg以下級優勝

213 額賀 正幸 ヌカガ マサユキ 東京都 2019東京選手権マスターズの部4位
コロナ禍にも関わらず大会を開催してくださったスタッフの皆様、観客の皆様への感謝の気持ちを全力で表現

いたします。

214 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 マッスルゲート神戸マスターズの部３位

215 田中 和也 タナカ カズヤ 東京都 2019東京選手権マスターズ５０歳以上の部１１位 気合の仕上げと気迫で頑張ります。

216 沢田 利昭 サワダ トシアキ 石川県 マッスルゲート石川マスターズ3位 とにかくベストを尽くします。

217 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ 福岡県 マッスルゲート福岡マスターズ 優勝、75kg超級 3位

218 山嵜 成知 ヤマザキ ナリトモ 埼玉県
2015日本クラシックボディビル選手権180セcm超級準優勝

2015日本マスターズボディビル選手権40歳70kg超級3位
このような大会を開催して頂き本当にありがとうございます。

219 土金 正巳 ツチカネ マサミ 東京都
2019日本マスターズ50歳以上70kg以下級3位

2018東日本選手権70kg級2位
最高のステージで持てる力を全て発揮できるよう全力ポージングで臨みます！

220 加藤 充 カトウ ミツル 北海道 2011東日本選手権65Kg級1位 ベストの状態で挑みたいと思います

221 八木 雅一 ヤギ マサカズ 埼玉県 2019東京選手権マスターズ60歳以上の部6位 出来るかぎりの努力をし、今まで出場してきた大会の経験を生かし挑みたいと思います!

222 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都 マッスルゲート東京65kg級3位 全力で頑張ります

　■65㎏以下級 （14名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

223 加藤 充 カトウ ミツル 北海道 2011東日本選手権65Kg級優勝 ベストの状態で挑みたいと思います

224 八木 雅一 ヤギ マサカズ 埼玉県 2019東京選手権マスターズ60歳以上の部 6位 出来るかぎりの努力をし、今まで出場してきた大会の経験を生かし挑みたいと思います!

225 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都 マッスルゲート東京65kg級3位 全力で頑張ります

226 小原 靖訓 オバラ ヤスノリ 北海道 2017東北・北海道ボディビル選手権大会3位 大会に出場出来ることに感謝して頑張ります。

227 内野 充 ウチノ ミツル 埼玉県 2019日本クラス別選手権65kg3位
今年は大会がないと思いましたが、このような機会を頂き、日々のモチベーションを高い所へともっていく事

ができました。ここに立てた事を感謝しています。ありがとうございます！

228 五味原 領 ゴミハラ レイ 東京都 2019全日本ジュニア選手権優勝

229 大関 淳 オオゼキ アツシ 埼玉県 2017JBBF日本選手権出場 コロナ下でも公私ともに支えてくれたゴールドジムに感謝の気持ちを込めて出場させていただきます。

230 松田 慎吾 マツダ シンゴ 福岡県 マッスルゲート福岡65kg３位 白い体と脂肪は福岡において来た

231 古志 啓司 コシ ケイジ 東京都 日本クラス別選手権55kg以下級初代チャンピオン

232 小山 正之 コヤマ マサユキ 大阪府 2017日本クラス別選手権55kg以下級5位 大阪府高槻市からの参戦です。どうぞよろしくお願いします。

233 長田 好人 オサダ ヨシヒト 神奈川県 マッスルゲート石川新人の部2位、クラシックフィジーク新人の部 4位

234 崔 格図 サイ カクト 東京都 マッスルゲート東京新人の部優勝

235 杉本 友和 スギモト トモカズ 静岡県 マッスルゲート東京65kg以下級2位 マッスルゲート東京に続いて全力で挑戦します

236 内山 章 ウチヤマ アキラ 東京都 マッスルゲート東京65kg以下級4位 仕上がりにこだわります！

■75㎏以下級 （14名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

237 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都 2019埼玉選手権70kg以下級３位 頑張ります

238 布澤 英介 フザワ エイスケ 神奈川県 マッスルゲート福岡75kg以下級4位

239 小田 将也 オダ マサヤ 茨城県 2018日本クラス別選手権70kg級6位

240 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ 東京都
マッスルゲート神戸ボディビル７５kg以下級、クラシックフィジーク175cm

以下級、クラシックフィジークオーバーオール優勝の3冠王
よろしくお願いします。

241 三井 一訓 ミイ カズノリ 東京都 2018東日本選手権75ｋｇ以下級優勝 今年一年の成果を披露します。

242 田平 侑磨 タヒラ ユウマ 千葉県 マッスルゲート石川75ｋｇ以下級4位

243 相澤 飛鳥 アイザワ アスカ 神奈川県 2016年全日本学生選手権準優勝

244 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県
マッスルゲート東京メンズフィジーク172cm以下級、クラシックフィジーク

175cm以下級優勝の2冠王

今年はコロナの影響でコンテスト自体が無くなってしまうと思っていました、本当に大会会場設営や感染予

防、運営、全てが今までにないくらい大変かと思われる中、コンテスト開催ありがとうございます。凄く出た

かったボディビルのカテゴリーだけ出場権が無かったのですがマッスルゲート東京でなんとか資格を手にする

事が出来ました！トリプルエントリーで出るからにはトリプル優勝を狙います！当日はよろしくお願い致しま

す！

245 加藤 直之 カトウ ナオユキ 千葉県 2019日本選手権3位、同年世界選手権70kg以下級日本代表 来年の日本選手権へつなげたいと思います。

246 嶋田 慶太 シマダ ケイタ 福岡県 2019日本選手権ファイナリスト、同年世界選手権75kg以下級日本代表 muscle gate、このような素晴らしい大会を開催して頂いたゴールドジム様、スタッフの皆様に感謝致します。

247 土金 正巳 ツチカネ マサミ 東京都
2019日本マスターズ50歳以上70kg以下級3位

2018東日本選手権70kg級2位
最高のステージで持てる力を全て発揮できるよう全力ポージングで臨みます！

248 横關 裕二 ヨコゼキ ユウジ 茨城県
マッスルゲート札幌ボディビル75kg級優勝

クラシックフィジークオーバーオール優勝
がんばります！

249 浅野 和也 アサノ カズヤ 東京都 マッスルゲート神戸75kg以下級３位

250 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 マッスルゲート石川75kg以下級6位

　■75㎏超級 （12名）

NO 都道府県 主なタイトル コメント

251 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ 福岡県 マッスルゲート福岡マスターズ 優勝、75kg超級 3位

252 山嵜 成知 ヤマザキ ナリトモ 埼玉県
2015日本クラシックボディビル選手権180セcm超級準優勝

2015日本マスターズボディビル選手権40歳70kg超級3位
このような大会を開催して頂き本当にありがとうございます。

253 荒川 翔哉 アラカワ ショウヤ 三重県 2019日本クラス別選手権80kg以下級5位 鈴木雅さんに審査してもらえるのでエントリーしました。

254 鈴木 総司 スズキ ソウシ 神奈川県 2019東日本選手権75kg超級3位　2020マッスルゲート札幌75kg超級1位

255 品田 直人 シナダ ナオト 新潟県 2019新潟選手権優勝 悔いを残しません。

256 寺山 諒 テラヤマ リョウ 東京都 マッスルゲート東京75kg超級優勝 諸先輩方の胸を借りるつもりで挑みます！

257 ダイス マーク ダイス マーク 兵庫県 マッスルゲート神戸75kg超級準優勝

258 五十嵐 徹 イガラシ トオル 群馬県 マッスルゲート石川75kg超級4位

259 卯月 大登 ウヅキ ヤマト 石川県
2018石川選手権優勝

マッスルゲート石川75kg超級優勝
有名選手に喰らいつけるよう頑張ります！

260 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 ２０１９神奈川クラス別選手権７８キロ超級優勝
クラシックフィジーク、ボディビルマスターズ、７５キロ超級の３種目にエントリーさせて頂きました。力の

果てるまで頑張ります。

261 小野 善行 オノ ヨシユキ 東京都 2019日本クラス別選手権75kg級 4位
コロナ禍のなかでも、感染拡大防止対策を実施して大会を開催してくださった関係者の皆様方に感謝申し上げ

ます。さらに、応援してくださる方々にも感謝し、期待に応えられるようベストを尽くします。

262 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ 東京都 マッスルゲート東京新人の部 2位

氏名 カタカナ
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