
【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （２名）

NO ローマ字 コメント

1 荒巻 来美 アラマキ クルミ Aramaki Kurumi 初めてエントリーさせていただきます！楽しみながら頑張ります^ ^

2 リュウ エンタン リュウ エンタン Long wandan

　■35歳未満163㎝以下級 (２名）

NO ローマ字 コメント

3 繁田 真都紀 ハンダ ミツキ Handa Mitsuki

4 宮里 香帆 ミヤザト カホ Miyazato Kaho

　■35歳以上160㎝以下級 (４名）

NO ローマ字 コメント

5 浜田 佳織 ハマダ カオリ Hamada Kaori

6 安田 ゆかり ヤスダ ユカリ YASUDA YUKARI

7 腹巻 ちか ハラマキ チカ Haramaki Chika
家を出る前に確認いたしました。今日は筋トレする日ではありません。だからプロテインを忘れても大丈夫！でも「笑顔」は

絶対に忘れるべからずー！はい、再度確認しました！忘れ物ゼロです！！

8 井上 詩子 イノウエ ウタコ Inoue Utako
今年の大会は諦めていましたがマッスルゲートの開催を知り大会の１ヶ月前に出場参加を決め努力してきました。宜しくお願

いします。

　■35歳以上160㎝超級 (５名）

NO ローマ字 コメント

9 橋本 智 ハシモト トモ Hashimoto Tomo

10 井上 加奈江 イノウエ カナエ Inoue  Kanae

11 内田 織恵 ウチダ オリエ Uhida  orie

12 岩井 知子 イワイ トモコ Iwai Tomoko 頑張ります。

13 志水 佐和 シミズ サワ Sawa Shimizu

【メンズフィジーク】

　■新人の部 (３0名）

NO ローマ字 コメント

14 逸見 俊介 ヘンミ シュンスケ Henmi Shunsuke 初出場で優勝や！！

15 山内 界渡 ヤマウチ カイト Yamauchi Kaito 日本一のマッスルライダー目指してます！！

16 井手 駿汰 イデ シュンタ shunta ide
今発揮できる力を全て出し切りますこのステージに立ててる事に幸せを感じ最後まで楽しみます応援してくれてる方々に

120%の力でこたえます！

17 清水 黎玖 シミズ リク Shimizu Riku

18 米田 敬 マイタ ケイ Kei maita
縁があって岩手から来ました！じぇじぇじぇ！の所が地元です。大会には初めて出ます。美味しいラーメンとホルモンが食べ

たいよぉ。

19 瀧上 隆智 タキウエ タカノリ Takiue Takanori
50歳を超えてトレーニングを本格的に始めました。今回が初めての経験ですが、お世話になっているトレーナーさんや家族

のために精一杯頑張ります！

20 藤田 凌也 フジタ リョウヤ fujita ryoya 初めて大会に出ます。1年間頑張ってきました。

21 高城 壮太郎 タカギ ソウタロウ Takagi Sotaro 初めての大会なので緊張してますががんばります。

22 宮崎 拓也 ミヤザキ タクヤ Miyazaki Takuya 初めて出ますが、楽しく頑張りたいです！！

23 井桁 悠太郎 イゲタ ユウタロウ igeta yutarou 初めてなので全力でがんばります

24 後藤 雅智 ゴトウ マサトモ Goto Masatomo がんばります

25 尼崎 慧 アマガサキ ケイ Amagasaki Kei

26 有村 和真 アリムラ カズマ Arimura Kazuma

27 佐藤 恭輔 サトウ キョウスケ Sato Kyosuke

28 秀島 将太郎 ヒデシマ ショウタロウ Hideshima Shotaro 千代流代表としてはりきっていきます。

29 樋口 青宙 ヒグチ アオゾラ Higuchi Aozora 初めての大会出場で上手く減量できるか心配ですが、精一杯パフォーマンスしたいと思います。

30 松本 響 マツモト ヒビキ Matsumoto Hibiki 気持ちでは誰にも負けません！

31 内山 義久 ウチヤマ ヨシヒサ Yoshihisa Uchiyama

32 岡部 智哉 オカベ トモヤ Okabe Tomoya

33 大橋 昂生 オオハシ アキオ Oohashi Akio

34 末広 兼一 スエヒロ ケンイチ kenichi  suehiro 初めてなので頑張ります！

35 前田 拡二 マエダ コウジ Maeda Koji

36 盛園 洸平 モリゾノ コウヘイ Morizono Kohei こういったコンテストは初めての参加ですが頑張ります

37 亀澤 将太 カメザワ ショウタ Kamezawa Shota コンテスト初参加です。精一杯頑張ります！

38 坂井 紳悟 サカイ シンゴ Shingo Sakai

39 竹内 勇樹 タケウチ ユウキ Takeuchi Yuki

40 井町 直樹 イマチ ナオキ IMACHI NAOKI

41 中里 真二郎 ナカザト シンジロウ Nakazato Shinjiro

42 別府 諒優 ベップ マサヒロ Beppu Masahiro 初出場で緊張していますが楽しみたいと思います。

43 立石 矩之 タテイシ ノリユキ Noriyuki Tateishi 日頃成果を出せるよう楽しんで参加したいと思います。

　■マスターズ172㎝以下級 (３名）

NO ローマ字 コメント

44 瀧上 隆智 タキウエ タカノリ Takiue Takanori
50歳を超えてトレーニングを本格的に始めました。今回が初めての経験ですが、お世話になっているトレーナーさんや家族

のために精一杯頑張ります！

45 久保 憲隆 クボ ノリタカ Noritaka Kubo 2児の父親です。オヤジのカッコいい姿を子供達に見せる為にエントリーさせて頂きました

46 スタセヴィッチ 哲幸 スタセヴィッチ テツユキ Stassevitch Tetsuyuki

　■マスターズ172㎝超級 (３名）

NO ローマ字 コメント

47 内山 義久 ウチヤマ ヨシヒサ Yoshihisa Uchiyama

48 福田 宏 フクダ ヒロシ Fukuda Hiroshi 楽しんで参加させていただきます。出場機会を与えていただき感謝しております。

49 新保 大志 シンボ タイシ Shimbo Taishi 福岡県は高校時代3年間を過ごした第二の故郷です。競技者として再び訪れることができたことに感謝してます。

　■168㎝以下級 (１４名）

NO ローマ字 コメント

50 佐藤 恭輔 サトウ キョウスケ Sato Kyosuke

51 秀島 将太郎 ヒデシマ ショウタロウ Hideshima Shotaro 千代流代表としてはりきっていきます。

52 前田 祥吾 マエダ ショウゴ Maeda Shogo コロナに負けない身体作りをしながら約6ヶ月間減量し出場しました！マッスルゲート楽しみます！宜しくお願い致します！

53 中島 直紀 ナカシマ ナオキ NAKASHIMA  NAOKI

54 馬場 テオ ババ テオ Baba Teo 緊張していますが頑張ります！

55 樋口 青宙 ヒグチ アオゾラ Higuchi Aozora 初めての大会出場で上手く減量できるか心配ですが、精一杯パフォーマンスしたいと思います。

56 尼崎 慧 アマガサキ ケイ Amagasaki Kei

57 松本 響 マツモト ヒビキ Matsumoto Hibiki 気持ちでは誰にも負けません！

58 戸田 有哉 トダ ユウヤ TODA YUYA 岡山からやって来ました！優勝できるように頑張ります！

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
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59 津留崎 直紀 ツルサキ ナオキ TSURUSAKI NAOKI

60 久保 匠大 クボ ショウダイ Kubo Syodai

61 天水 崇継 アマミズ タカツグ Amamizu Takatsugu 頑張ります！

62 真栄里 光 マエザト ヒカル Maezato Hikaru 今回のマッスルゲート出場を経て自分のレベルアップに繋げたい！

63 増永 嵩之 マスナガ タカユキ Masunaga Takayuki 初の大会で緊張しますが頑張ります！！

　■172㎝以下級 (１６名）

NO ローマ字 コメント

64 清水 黎玖 シミズ リク Shimizu Riku

65 米田 敬 マイタ ケイ Kei maita
縁があって岩手から来ました！じぇじぇじぇ！の所が地元です。大会には初めて出ます。美味しいラーメンとホルモンが食べ

たいよぉ。

66 千原 靖人 チハラ ヤスヒト Yasuhito Chihara 初出場楽しみます！

67 有村 和真 アリムラ カズマ Arimura Kazuma

68 宮内 常一郎 ミヤウチ ジョウイチロウMiyauchi Jyouichirou
この1年間やって来た事に悔いはないので、今年の集大成として全力で楽しみ、自分なの全てを出し切れるように頑張りま

す！

69 矢野 真也 ヤノ シンヤ Yano Shinya やり残しのないよう、全力で臨みます！

70 中村 優真 ナカムラ ユウマ Nakamura Yuuma

71 児島 龍樹 コジマ リュウキ Kojima Ryuki 福岡で優勝してジャパンカップ行きます！

72 川野 優之介 カワノ ユウノスケ kawano yuunosuke 会場を盛り上げます

73 吉岡 大智 ヨシオカ ダイチ Yoshioka Daichi 人生変えたくて筋トレはじめました。筋トレ最高！！

74 安久 友規 アグ ユウキ Agu Yuki 京都からです。宜しくお願い致します。

75 中原 向希 ナカハラ コウキ NAKAHARA  KOUKI フィジークの大会に出るために筋トレを始めたので、今回の大会は、すごい楽しみにしてました！！絶対勝つ！！

76 尾石 晃一 オイシ コウイチ Koichi Oishi

77 福重 光輝 フクシゲ コウキ Fukushige koki
三度の飯より鶏胸肉女の子のデートよりジムをとり、異性の手を握るよりダンベルを握ります。冗談じゃない！すぐトレーニ

ングだ！

78 立川 貴大 タチカワ タカヒロ Takahiro Tachikawa
高校で体育の教員をしています。大学の同級生の仲間3人で出場しています。もうすぐ子どもが産まれるのでカッコいいパパ

でいたいと思っています。

79 紫原 拓真 シハラ タクマ shiharatakuma

　■176㎝以下級 (２１名）

NO ローマ字 コメント

80 安部 裕 アベ ヒロシ Abe Hiroshi
２回目の大会出場となります。サイズは周りの選手に劣りますが、バランスにこだわってトレーニングしてきました。努力の

成果を見てもらえたら嬉しいです。

81 池崎 拓人 イケザキ タクト Ikezaki Takuto 勝ちます

82 井桁 悠太郎 イゲタ ユウタロウ igeta yutarou 初めてなので全力でがんばります

83 岩崎 史晃 イワサキ フミアキ Iwasaki Fumiaki 大学時代の友人3人で出場します

84 岡部 智哉 オカベ トモヤ Okabe Tomoya

85 梶原 海月 カジワラ ウツキ Kajiwara Utsuki まだトレーニング歴2年と浅いですが負けない気持ちで頑張ります！

86 金城 裕平 キンジョウ ユウヘイ Kinjo Yuhei 目標マッスルゲートジャパンカップ出場

87 児玉 海太 コダマ カイタ Kaita Kodama この大会で優勝して、大分県のフィットネス文化の発展に貢献したいです！

88 後藤 雅智 ゴトウ マサトモ Goto Masatomo がんばります

89 末広 兼一 スエヒロ ケンイチ kenichi suehiro

90 田坂 優太 タサカ ユウタ Tasaka Yuta

91 塚本 健太 ツカモト ケンタ Tsukamoto Kenta 楽しみたいと思います！

92 中里 真二郎 ナカザト シンジロウ nakazato shinjiro

93 中道 元 ナカミチ ハジメ Nakamichi Hajime

94 西原 寛之 ニシハラ ヒロユキ nishihara hiroyuki

95 長谷川 浩久 ハセガワ ヒロヒサ Hasegawa Hirohisa

96 早田 和史 ハヤタ カズフミ Hayata Kazufumi 遠路遥々、薩摩の国、鹿児島からやって参りました。今年のボディメイクの総決算はマッスルゲートで爆発させます。

97 姫野 達也 ヒメノ タツヤ himeno tatsuya

98 増江 健 マスエ タケシ Masue Takeshi

99 宮崎 拓也 ミヤザキ タクヤ Miyazaki Takuya 初めて出ますが、楽しく頑張りたいです！！

100 山口 友幸 ヤマグチ トモユキ Yamaguchi Tomoyuki この日のために完璧に仕上げます！熊本にタイトルを持ち帰ります！

　■176㎝超級 (１５名）

NO ローマ字 コメント

101 藤田 凌也 フジタ リョウヤ fujita ryoya 初めて大会に出ます。1年間頑張ってきました。

102 高城 壮太郎 タカギ ソウタロウ Takagi Sotaro 初めての大会なので緊張してますががんばります。

103 平良 京太郎 タイラ キョウタロウ TAIRA KYOUTAROU 頑張ります！

104 阿南 俊樹 アナン トシキ Anan Toshiki 入賞目指して頑張ります

105 山内 界渡 ヤマウチ カイト Yamauchi Kaito 日本一のマッスルライダー目指してます！！

106 井手 駿汰 イデ シュンタ shunta ide
今発揮できる力を全て出し切りますこのステージに立ててる事に幸せを感じ最後まで楽しみます応援してくれてる方々に

120%の力でこたえます！

107 金田 尚士 カネダ ナオヒト Kaneda Naohito お世話になってる方々に胸を張れるステージにしたいです

108 宮島 裕二 ミヤジマ ユウジ Miyajima  Yuji

109 笠井 大輔 カサイ ダイスケ Kasai Daisuke 優勝目指して全力で頑張ります！！

110 柏原 健志 カシワバラ ツヨシ Kashiwabara  Tsuyoshi ゴールドジムジャパンカップにも繋がるように仕上げてきました。

111 宇土 大地 ウト ダイチ Uto Daichi

112 清水 慧冴 シミズ ケイゴ Shimizu Keigo 精一杯頑張ります！

113 須山 翔太 スヤマ ショウタ Suyama shota 日頃のトレーニングの成果をマッスルゲートのステージで存分に発揮したい。

114 福本 海斗 フクモト カイト Fukumoto Kaito 今年はコロナの影響により大会も無くなったので、この大会に向けて全力を尽くします。

115 山部 元樹 ヤマベ モトキ Yamabe Motoki

【ボディフィットネス】

　■35歳未満 (１名）

NO ローマ字 コメント

116 宮里 香帆 ミヤザト カホ Miyazato Kaho

　■55歳未満 (２名）

NO ローマ字 コメント

117 志水 佐和 シミズ サワ Sawa Shimizu

118 井上 詩子 イノウエ ウタコ Inoue Utako
今年の大会は諦めていましたがマッスルゲートの開催を知り大会の１ヶ月前に出場参加を決め努力してきました。宜しくお願

いします。

　■55歳以上 (１名）

NO ローマ字 コメント

119 本村 あゆみ モトムラ アユミ MOTOMURA AYUMI

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （２名）

NO ローマ字 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



120 福本 海斗 フクモト カイト Fukumoto Kaito

121 久保田 匠 クボタ タクミ Kubota Takumi 初のステージで緊張しますが最大限のパフォーマンスを見せて優勝します。

　■168㎝以下級 (３名）

NO ローマ字 コメント

122 久保田 匠 クボタ タクミ Kubota Takumi 初のステージで緊張しますが最大限のパフォーマンスを見せて優勝します。

123 真栄里 光 マエザト ヒカル Maezato Hikaru 今回のマッスルゲート出場を経て自分のレベルアップに繋げたい！

124 増永 嵩之 マスナガ タカユキ Masunaga Takayuki 初の大会で緊張しますが頑張ります！！

　■175㎝以下級 (１名）

NO ローマ字 コメント

125 上田 皓大 ウエダ コウダイ Ueda Kodai

　■175㎝超級 (１名）

NO ローマ字 コメント

126 佐藤 圭 サトウ ケイ Kei Sato

【ウーマンズフィジーク】 （５名）

NO ローマ字 コメント

127 吉田 敦子 ヨシダ アツコ Yoshida  Atsuko

128 社林 佳奈 コソバヤシ カナ kosobayashi kana

129 杉内 京子 スギウチ キョウコ Sugiuchi Kyoko

130 本多 世麗 ホンダ セイラ Honda Seira

131 亀田 菜々美 カメダ ナナミ Kameda Nanami

【ボディビル】

■新人の部 (４名）

NO ローマ字 コメント

132 村山 凌雲 ムラヤマ リョウ Murayama Ryo 初大会、緊張もありますが楽しみます！

133 臼井 邦彦 ウスイ クニヒコ Kunihiko Usui

134 末永 陽央 スエナガ タカオ Takao Suenaga

135 逸見 俊介 ヘンミ シュンスケ Henmi Shunsuke 初出場で優勝や！！

　■ジュニア（23歳以下）の部 (７名）

NO ローマ字 コメント

136 濱崎 響 ハマサキ ヒビキ Hamasaki Hibiki 頑張ります！！

137 藤原 丈 フジワラ ジョウ Fujiwara Joe 精一杯努めさせていただきます。

138 平良 京太郎 タイラ キョウタロウ TAIRA KYOUTAROU 頑張ります！

139 大橋 昂生 オオハシ アキオ Oohashi Akio

140 上田 皓大 ウエダ コウダイ Ueda Kodai 月の光は愛のメッセージ

141 幸野 凌大 コウノ リョウダイ Kono Ryodai 魅せる！！

142 西村 康生 ニシムラ コウセイ Nishimura Kose 初めての大会なので緊張してます。頑張るぞー

　■マスターズ50歳以上の部 (８名）

NO ローマ字 コメント

143 横川 英基 ヨコカワ ヒデキ Yokokawa Hideki 昨年デビューしました。よろしくお願いします。

144 松永 優 マツナガ マサル matsunaga masaru

145 竹内 春夫 タケウチ ハルオ HARUO TAKEUCHI ７０歳の記念にエントリーしました。

146 福岡 正男 フクオカ マサオ Masao Fukuoka 年をとってもいつまでも元気でありたいです。順位は関係なく出場出来る事に喜びを感じます。

147 清水 博之 シミズ ヒロユキ Shimizu Hiroyuki コンテスト初出場です。がんばります。

148 藤本 和正 フジモト カズマサ FUJIMOTO KAZUMASA
福岡はぼくのホームタウンなんですが、まさかこんな格好で帰ってくることになるとは思いませんでした。次はせめて服を着

た状態で帰ってきたいです。

149 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ Suzuki Yoichi

150 臼井 邦彦 ウスイ クニヒコ Kunihiko Usui はじめての大会です！頑張ります

　■65㎏以下級 (７名）

NO ローマ字 コメント

151 臼井 邦彦 ウスイ クニヒコ Kunihiko Usui はじめての大会です！頑張ります

152 上田 皓大 ウエダ コウダイ Ueda Kodai 月の光は愛のメッセージ

153 幸野 凌大 コウノ リョウダイ Kono Ryodai 魅せる！！

154 西村 康生 ニシムラ コウセイ Nishimura Kose 初めての大会なので緊張してます。頑張るぞー

155 松田 慎吾 マツダ シンゴ MATSUDA SHINGO 来年はJBBFの大会が無事行われますように

156 武道 敬士 ブドウ ユキト Budou Yukito 皆様こんにちは。熊本の死神です。

157 矢野 真也 ヤノ シンヤ Yano Shinya やり残しのないよう、全力で臨みます！

　■75㎏以下級 (１０名）

NO ローマ字 コメント

158 末永 陽央 スエナガ タカオ Takao Suenaga

159 濱崎 響 ハマサキ ヒビキ Hamasaki Hibiki 頑張ります！！

160 藤原 丈 フジワラ ジョウ Fujiwara Joe 精一杯努めさせていただきます。

161 生見 嘉英 ヌクミ ヨシヒデ Nukumi Yoshihide 一年一年を大切にして実戦経験を積み重ねたい

162 坂井 仁 サカイ ジン Sakai Jin Tom platzになりたい。

163 布澤 英介 フザワ エイスケ Fuzawa Eisuke コンテストが開催されることがとても嬉しいです。楽しんでいきたいです。

164 木戸 翔平 キド ショウヘイ kido shohei やるばい

165 大賀 慎也 オオガ シンヤ Ohga shinya

166 児島 龍樹 コジマ リュウキ Kojima Ryuki フィジークとボディビルのWエントリー、優勝します！

167 松田 健一郎 マツダ ケンイチロウ Mastuda Kenichiro 会場に来てくれた人が楽しんでもらえるように頑張ります。

　■75㎏超級 (５名）

NO ローマ字 コメント

168 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ Suzuki Yoichi

169 山崎 揚平 ヤマサキ ヨウヘイ YAMASAKI  YOUHEI 歴史に残る大会を楽しみたい。

170 有門 拓也 アリカド タクヤ Arikado  Takuya

171 石田 英国 イシダ ヒデクニ ISHIDA HIDEKUNI レッドパンツマン参上！！

172 木戸 竜平 キド リュウヘイ Kido Ryuhei

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


