
【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （4名）

NO ローマ字 コメント

1 小原 圭由 オハラ カユ Kayu Ohara トレーニングを始めて半年も経ちませんが、最高の自分を魅せられるように努力します。

2 板谷 成美 イタヤ ナルミ Itaya Narumi 2019年のビキニフィットネスの大会を観た際、選手の皆さんのキラキラした姿に心から感動し、自分もステージに立ちたい！と思いました。初めての大会で緊張すると思いますが、とにかく全力でステージを楽しみます！

3 白川 真衣 シラカワ マイ Shirakawa Mai 人生初の舞台、楽しみます！

4 椋本 裕子 ムクモト ユウコ Mukumoto Yuko

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

NO ローマ字 コメント

5 渡邉 美月 ワタナベ ミヅキ Watanabe Mizuki

　■35歳以上160㎝以下級 （6名）

NO ローマ字 コメント

6 浜田 佳織 ハマダ カオリ Hamada Kaori
初めての大会出場で、不安な事も沢山ありますが、大会を最大限に楽しめるよう、当日まで努力していきます！わたしを含め、トレーニングやボディメイクの事を知らなかった友達にも、楽しさをステージから伝えられたら良いなと思い

ます。

7 鈴木 里美 スズキ サトミ suzuki satomi 自分らしく輝ける一日となるように笑顔で頑張ります。

8 蘆原 千鶴 アシハラ チヅル CHIZURU ASHIHARA 初の大会緊張していますが、楽しみたいです。

9 小野 成子 オノ シゲコ Shigeko Ono 初の大会出場です。緊張と不安でいっぱいですが、今までやってきた事が出せる様に頑張ります。

10 上田 敏子 ウエダ トシコ Ueda Toshiko 大会は初めてです。やれるだけのことを精一杯頑張ります！

11 栗山 恵美 クリヤマ エミ Emi Kuriyama マッスルゲートは2020年2月川崎で初めて出場させて頂き、再度チャレンジしたく出場を決めました。当日までしっかり身体を作り最善の状態で自信を持って舞台に立ちたいです！

　■35歳以上160㎝超級 （6名）

NO ローマ字 コメント

12 高橋 仁美 タカハシ ヒトミ Hitomi Takahashi

13 横田 なおみ ヨコタ ナオミ Yokota Naomi 大会が開催される事に感謝をし、ステージを楽しみたいと思います。

14 小松 真梨子 コマツ マリコ Mariko komatsu 自分がいることで皆さんのエネルギーになるように、そして一歩一歩大切にしていきたいです。

15 岩井 知子 イワイ トモコ Iwai Tomoko 頑張ります

16 久次 小百合 ヒサツグ サユリ Hisatsugu Sayuri 初めて ビキニに挑戦です。ステージを目一杯 楽しみたいです！

17 宇野 和子 ウノ カズコ UnoKazuko 緊張してますがリラックスして楽しめるように頑張ります。

【メンズフィジーク】

　■新人の部 （47名）

NO ローマ字 コメント

18 辻 栄治 ツジ エイジ Tsuji Eiji

19 浅貝 樹 アサカイ イツキ Asakai Itsuki 今まで全力で取り組んできた成果を発揮できるよう、精一杯頑張ります！

20 井上 大輔 イノウエ ダイスケ Inoue Daisuke

21 川島 弘嗣 カワシマ ヒロシ kawashima hiroshi 精一杯楽しんで頑張ります！

22 中藪 竜児 ナカヤブ リュウジ Nakayabu Ryuji 日々トレーニング は頑張ってしてきました。初出場で緊張しますがよろしくお願いします。

23 岡田 築 オカダ キズク Okada Kizuku

24 新庄 恵英 シンジョウヨシヒデ Shinjo Yoshihide

25 玉井 千裕 タマイ チヒロ TAMAI TIHIRO 必ず入賞して帰ります！

26 大賀 龍也 オオガ リュウヤ Oga Ryuya フィジーク初挑戦ですが強みの腹筋とバランスの良さを生かして上位を目指します。よろしくお願いします。

27 田中 宗汰 タナカ ソウタ Tanaka Sota

28 吉井 優哉 ヨシイ ユウヤ Yoshii Yuya 人生初、絞りきります

29 九谷田 惇平 クタニダ ジュンペイ kutanida jumpei 頑張ります。

30 山口 裕太 ヤマグチ ユウタ Yamaguchi Yuta コンテスト初挑戦ですが，精いっぱい頑張ります！

31 三原 然都 ミハラ ゼント Mihara Zento はじめての大会なので全力で楽しみたい

32 矢野 健太郎 ヤノ ケンタロウ Yano Kentaro 筋トレ初めて一年の成果を出したいと思います！

33 石田 悠馬 イシダ ユウマ Ishida Yuma 20代最後に目標と実行を形にしたいと思い申し込みしました。

34 上田 泰誠 ウエダ タイセイ Ueda Taisei

35 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ Yuki Sato 日焼けもコンテストも初めての挑戦です。頑張ります！

36 生田 俊宏 イクタ トシヒロ Ikuta Toshihiro 人生はじめてのコンテストです。精一杯頑張ります！

37 橋本 弘貴 ハシモト ヒロキ Hashimoto Hiroki 十代の間に大会に出たいと考えていたので出場できた事がとても嬉しいです。頑張って勝ちたいです。

38 吉住 仁志 ヨシズミ ヒトシ Yoshizumi Hitoshi 100kgからどれくらい絞れるか分かりませんが頑張ります。

39 飯田 徹 イイダ トオル Iida Toru 失恋を機にトレーニングを始めました。その時より少しかっこいい自分を披露します。応援に来て下さった方ありがとうございます。

40 上田 拓 ウエダ タク Ueda Taku

41 近藤 亮介 コンドウ リョウスケ Ryosuke Kondo 普通のサラリーマンですが、トレーニングを始めて、充実した日々を送れるようになりました。

42 宮本 雄 ミヤモト ユウ Miyamoto Yuu 楽しまさせていただきます！！

43 西尾 大地 ニシオ ダイチ NISHIO DAICHI

44 芝原 悠平 シバハラ ユウヘイ shhbahara yuuhei 初めての大会ですが、自分の持っている力を全力で発揮したいと思います。期待していてください。

45 下庄 孝昌 ケショウ タカアキ Kesho Takaaki 去年の4月にゴールドジムに入会し、初めてウェイトトレーニングというものに触れました。自分がコンテストに出場するとは当時の自分には考えられませんでした。このコンテストで18ヵ月間の成果を出したいと思います。

46 榊原 光毅 サカキバラミツキ Sakakibara Mitsuki トレーニングを通して出会えたすべての人に、支えてくれた妻に感謝と敬意を。

47 磯引 寛大 イソビキ カンダイ Isobiki Kandai 頑張ります！

48 島崎 光平 シマザキ コウヘイ Shimazaki kouhei 人前に立つのが苦手です勇気を出して、舞台に立ちます

49 西條 裕樹 サイジョウユウキ Yuki SAIJO ジムを利用し始めて、半年過ぎの若輩者ですが精一杯頑張ります。

50 藤田 拓真 フジタ タクマ Fujiya Takuma 初フィジーク笑顔で精一杯頑張ります！

51 濱田 将輝 ハマダ マサキ Hamada Masaki ご来場の皆様！ご声援ありがとうございます！大会を意識したバルク、絞り、食事制限と全てが初めての経験で、時には厳しい毎日でしたが本日精一杯、会場を盛り上げれるようベストを尽くしたいと思います！よろしくお願いします！

52 村岡 佑哉 ムラオカ ユウヤ Muraoka Yuya

53 円谷 伊吹 ツムラヤ イブキ TSUMURAYA IBUKI

高校まで続けてきた陸上(長距離/駅伝)から離れて色々な縁があり大学からトレーニングを開始しました。長距離走をしていたため筋肉がやせ細りきっておりかなりのマイナススタートとなりましたが楽しみながらトレーニングを現地点で

2年継続することができております。ボディビルは肉体的な成長はもちろんのこと精神面/人間性を育むためにもとても素晴らしい競技だと実感しており私の人生の中でボディビルから学ぶことは数多くあり出会えたことに本当に感謝して

おります。新型コロナウイルスの影響で様々なコンテストの中止が決まる中Muscle GATEという晴れ舞台を用意して下さることに感謝の気持ちを持って、敬意を表し、当日は、正々堂々と勝負に挑み私自身の最大限のパフォーマンスを発

揮できるように準備を進めていきたいと思います。まだまだ未熟な身体ではありますが精一杯頑張ります。

54 大西 慎太郎 オオニシ シンタロウ Shintaro Onishi 自分のピークがまだまだ先である事を自分自身に教えるために参加させて頂きます。

55 國府 広輝 コクブ ヒロキ kokubu hiroki 健康の為に筋トレをコソコソ続けてきました。そろそろ続けてきた事の証として記念に何かしたいと思っていたところこちらの大会を知りました。完全にど素人ですが楽しめるように当日に向けて頑張ります。

56 木村 昂弥 キムラ タカヤ Takaya Kimura 初出場の木村昂弥です！普段はラーメン屋のアルバイトリーダーやってます！アルバイト中にもこっそりプロテインを飲んでいました！本日は数年にわたりじっくり仕込んだ、こってりな筋肉をお楽しみください！

57 松本 光平 マツモト コウヘイ Matsumoto Kohei 緊張していますが、楽しめるように頑張ります！

58 名原 祐司 ナバラ ユウシ Nabara Yushi 全力で頑張ります！！

59 澤井 実 サワイ ミノル Sawai Ｍinoru ５０歳の記念に初出場してみました。

60 生駒 修平 イコマ シュウヘイ Ikoma Shuhei

61 荘田 巧登 ショウダ タクト Shoda Takuto 初めてのコンテスト頑張ります。

62 佐伯 翼 サエキ ツバサ Saeki Tsubasa

63 高松 周平 タカマツ シュウヘイ Takamatsu Shuhei 初フィジークコンテスト全力でポージングします！

64 高麗 和穂 コウマ カズホ kouma kazuho 2年前から筋トレを初め、やっていく中でこの大会をしり、参加してみたいと思うようになりました。2年間の成果をこの大会にぶつけたいと思います。

　■マスターズ172㎝以下級 （7名）

NO ローマ字 コメント

65 篠田 尚幸 シノダ ナオユキ Naoyuki Shinoda 普段はFWJの大会を主に参加していますつい先日53歳の誕生日を迎えました多分、この大会における最年長クラスだと思いますが、JAPAN CUP出場を目指して、頑張ります

66 飯田 彰彦 イイダ アキヒコ AKIHIKO IIDA コロナのパンデミックの中でありながら、ゴールドジムのジムコンを開催していただき、まことにありがたく思います。もう20年にもなる会員として大会を楽しみたいと思います。

67 大原 弘敬 オオハラ ヒロタカ oohara hirotaka
数年間Best BODY JAPANの審査員でした。2015年には中尾理事とご一緒に審査員をさせていただいたこともありました。またフィジーク競技は2014年キングオブフィジークで4入賞いただきました。6年ぶりとなるフィジーク競技への復

活として恥じないようにステージに立ちたいと思います。

68 栗本 康弘 クリモト ヤスヒロ kurimoto yasuhiro 今年は予定して大会が全て中止になる中、こうやってステージに立てて最高に嬉しいです。今日はとにかく楽しみたいと思います！

69 西原 弘之 ニシハラ ヒロユキ Nishihara Hiroyuki 普段やってるように自分の素で臨みたいと思います。

70 藤田 和哲 フジタ カズアキ Fujita Kazuaki 第１回 muscle gate 以来のコンテスト出場です。当時の印象は、負けはしましたが、とても楽しかった印象です。今回も、先ずは自分が楽しむ事を！と、思っています。

71 辻 栄治 ツジ エイジ Tsuji Eiji

　■マスターズ172㎝超級 （11名）

NO ローマ字 コメント

72 石村 重雄 イシムラ シゲオ Ishimura Shigeo 困難な時勢にあって、このような機会を設けて頂いたことに感謝いたします。

73 銭 安武 セン ヤスタケ Sen Yasutake もしかしたら、最年長かもしれません。私らしく思いっきり楽しみます。

74 岡田 修一 オカダ シュウイチ Shuichi Okada 短い減量期間ですが、精一杯頑張りました！

75 泉 智博 イズミ トモヒロ Izumi Tomohiro 楽しみます！

76 村山 輝 ムラヤマ テル Teru Murayama 真剣にかつ、丁寧に自分に向き合った1年を発揮する機会になれば良いと思い出場しました。

77 伊藤 孝 イトウ タカシ ITO TAKASHI 2018年関西メンズフィジーク176超級優勝、2019年スポルテックウェストメンズフィジーク部門優勝関西を代表する高身長フィジーカーとして、本日は精一杯頑張ります。

78 三宅 正高 ミヤケ マサタカ Miyake Masataka

79 金元 悠司 カナモト ユウジ KANAMOTO YUJI 40歳の時にフィジークという競技を知り、コンテストに出場したいと思い、本格的にトレーニング始めて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。

80 西本 香野希 ニシモト カヤキ Nishimoto Kayaki

81 宮下 潤 ミヤシタ ジュン Miyashita Jun

82 下垣内 宣行 シモガイトノブユキ Shimogaito Nobuyuki ゴールドジムに入会してから、体や心が変わってきた自分があり、自分に諦めず初めての挑戦をしようと思いました。

　■168㎝以下級 （20名）

NO ローマ字 コメント

83 井上 慶至 イノウエ ケイシ Inoue Keishi ボディビル初ダブルエントリー初でめちゃくちゃ緊張してますが初初ということで何事も＋に捉え顔晴ります！

84 村上 聖彦 ムラカミ マサヒコ Murakami Masahiko

85 東口 玄房 ヒガシグチハルノブ Higashiguchi Harunobu 頑張ります

86 池田 怜平 イケダ リョウヘイ ikeda ryohei 楽しみで仕方ないです

87 西崎 空良 ニシザキ ソラ Nishizaki Sora 頑張ります！

88 木南 基昭 コミナミ モトアキ Kominami Motoaki

89 佐伯 翼 サエキ ツバサ Saeki Tsubasa 大きな舞台に立ちたいと思い、エントリーしました。

90 高松 周平 タカマツ シュウヘイ takamatsu shuhei

91 西尾 一挙 ニシオ カズノリ Nishio Kazunori

92 渡部 勉 ワタナベ ツトム Watanabe Tsutomu 今年からJBBFで戦いたかったのですが大会が開催されないためマッスルゲートさんで結果を残して来年に繋げます！

93 武市 怜也 タケイチ レイヤ Takeichi Reiya 競技歴は短いですが頑張ります。

94 小谷田 貴 コヤタ タカシ Takashi Koyata 神戸代表になります

95 前橋 一喜 マエハシ カズキ Maehashi Kazuki

96 大原 弘敬 オオハラ ヒロタカ oohara hirotaka
数年間Best BODY JAPANの審査員でした。2015年には中尾理事とご一緒に審査員をさせていただいたこともありました。またフィジーク競技は2014年キングオブフィジークで4入賞いただきました。6年ぶりとなるフィジーク競技への復

活として恥じないようにステージに立ちたいと思います。

97 浅貝 樹 アサカイ イツキ Asakai Itsuki 今まで全力で取り組んできた成果を発揮できるよう、精一杯頑張ります！

98 井上 大輔 イノウエ ダイスケ Inoue Daisuke

99 川島 弘嗣 カワシマ ヒロシ kawashima hiroshi 精一杯楽しんで頑張ります！

100 中藪 竜児 ナカヤブ リュウジ Nakayabu Ryuji 日々トレーニング は頑張ってしてきました。初出場で緊張しますがよろしくお願いします。

101 岡田 築 オカダ キズク Okada Kizuku

102 新庄 恵英 シンジョウヨシヒデ Shinjo Yoshihide

　■172㎝以下級 （24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
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氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



103 柳瀬 康宏 ヤナセ ヤスヒロ Yanase Yasuhiro フィジークは2回目、ボディビルは初めての挑戦です。悔いのないように頑張ります。

104 久代 章博 クシロ アキヒロ kushiro akihiro

105 佐藤 航大 サトウ コウダイ SATOU KOUDAI この日を楽しみに努力してきました、精一杯ステージをたのしみます。

106 山崎 正彦 ヤマサキ マサヒコ yamasakimasahiko ハンデがあろうとも理想の体に近づけるホームトレーニー

107 岸本 拓馬 キシモト タクマ Kishimoto Takuma 日々の努力の成果を出すために入賞目指して頑張ります。

108 岩本 拓郎 イワモト タクロウ Iwamoto Takuro

109 上山 俊介 カミヤマ シュンスケ Kamiyama Shunsuke 太りにくい細身の体質がコンプレックスですが、アウトラインとバランスを強調した自分なりのベストステージを体現できればと思います。

110 荘田 巧登 ショウダ タクト Shouda Takuto 初コンテストで結果を残します！

111 武田 大輔 タケダ ダイスケ Takeda Daisuke

112 藤田 拓真 フジタ タクマ Fukita Takuma フィジーク初出場ですが、持ち味の背中を活かして上位狙います！

113 吉岡 翔平 ヨシオカ ショウヘイ Yoshioka Shohei

114 大前 正輝 オオマエ マサキ Omae Masaki 高校1年生からゴールドジムに通い、来年で20周年になります。I love Gold gym.ご飯もお菓子も我慢してトレーニングに励みました。全力を尽くします。応援宜しくお願いします

115 芝 理仁 シバ リヒト Shiba Rihito トレーニング歴2年2人の子供のために頑張ります

116 中西 将基 ナカニシ マサキ Nakanishi  Masaki 終わったらBBQ、終わったらBBQ、終わったらBBQ

117 黒岩 貴宏 クロイワ タカヒロ Kuroiwa Takahiro

118 佐藤 拓斗 サトウ タクト Sato Takuto 応援していただいた方達に感謝して、ステージを楽しみます！

119 佐久間 海世 サクマ カイセイ sakumakaisei jbbfのフィジークに出てみたかったので楽しみにしております！

120 竪林 大悟 タテバヤシダイゴ Tatebayashi Daigo がんばります。

121 玉井 千裕 タマイ チヒロ TAMAI TIHIRO 必ず入賞して帰ります！

122 大賀 龍也 オオガ リュウヤ Oga Ryuya フィジーク初挑戦ですが強みの腹筋とバランスの良さを生かして上位を目指します。よろしくお願いします。

123 田中 宗汰 タナカ ソウタ Tanaka Sota

124 吉井 優哉 ヨシイ ユウヤ Yoshii Yuya 人生初、絞りきります

125 九谷田 惇平 クタニダ ジュンペイ kutanida jumpei 頑張ります。

126 山口 裕太 ヤマグチ ユウタ Yamaguchi Yuta コンテスト初挑戦ですが，精いっぱい頑張ります！

　■176㎝以下級 （15名）

NO ローマ字 コメント

127 飛田 雄也 トビタ ユウヤ Yuya Tobita 勝ちます。

128 岡 亮太 オカ リョウタ Oka Ryota 大会に出場するのは初めてですが、良いパフォーマンスを披露できるよう頑張ります。

129 原 駿也 ハラ シュンヤ Shunya Hara コンテスト初出場ですが一生懸命頑張ります！

130 玉城 旭 タマシロ アサヒ Tamashiro Asahi

131 塚本 健太 ツカモト ケンタ Tsukamoto Kenta 優勝目指して頑張ります！

132 伊吹 主税 イブキ チカラ Ibuki Chikara Japan Cup 狙ってます！

133 中村 聡一郎 ナカムラ ソウイチロウ Nakamura Soichiro 頑張りマッスル！

134 益山 大智 マスヤマ ダイチ Masuyama Daichi 11月に第一子が誕生する予定です。かっこいいパパになるため、優勝目指します。

135 佐々木 翔平 ササキ ショウヘイ Sasaki Shohei 大会開催のためにご尽力いただいた関係者、また出場する競技者の皆様、観戦者の皆様、ステージに立つ機会を与えていただいた皆様に感謝いたします。

136 近藤 裕明 コンドウ ヒロアキ KONDO HIROAKI 頑張ります

137 金元 悠司 カナモト ユウジ KANAMOTO YUJI 40歳の時にフィジークという競技を知り、コンテストに出場したいと思い、本格的にトレーニング始めて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。

138 西本 香野希 ニシモト カヤキ Nishimoto Kayaki

139 三原 然都 ミハラ ゼント Mihara Zento はじめての大会なので全力で楽しみたい

140 矢野 健太郎 ヤノ ケンタロウ Yano Kentaro 筋トレ初めて一年の成果を出したいと思います！

141 石田 悠馬 イシダ ユウマ Ishida Yuma 20代最後に目標と実行を形にしたいと思い申し込みしました。

　■176㎝超級 （18名）

NO ローマ字 コメント

142 川上 直樹 カワカミ ナオキ Kawakami Naoki 頑張ります！

143 佐藤 祐成 サトウ ユウセイ Sato Yusei 社会人になって初の大会、頑張ります

144 今岡 勇貴 イマオカ ユウキ Imaoka yuki 大会初出場、優勝します。

145 伊藤 拓真 イトウ タクマ Ito Takuma 精一杯頑張ります

146 富永 貴浩 トミナガ タカヒロ Tominaga Takahiro covid-19が世界的に猛威を振るう中、このような環境を設けていただいたことに感謝。ステージングできる喜びを全面に出し楽しみます。

147 松本 光平 マツモト コウヘイ KOUHEI MATSUMOTO

148 田中 航 タナカ ワタル Tanaka Wataru

149 小林 正幸 コバヤシ マサユキ Kobayashi Masayuki

150 箕浦 啓二朗 ミノウラ ケイジロウ MINOURA KEIJIRO
Instagram#トレーニングは歯磨き でお馴染みのSTANCE GYM京都 代表 ケージロー選手。数々の団体で功績を残し唯一無二のフィジーク/スポーツモデルの二刀流を展開しつづける若手フィットネス界のパイオニア。過去に出場したJBBF

主催 京都メンズフィジーク初代チャンピオンとして本日は京都二条/烏丸GGさんで育てた筋肉を披露します!!

151 金石 明久 カネイシ アキヒサ Kaneishi akihisa はいさい！I’m from 沖縄！がんばります！

152 北間 寛隆 キタマ ヒロタカ KITAMA HIROTAKA

153 村山 輝 ムラヤマ テル Teru Murayama 真剣にかつ、丁寧に自分に向き合った1年を発揮する機会になれば良いと思い出場しました。

154 伊藤 孝 イトウ タカシ ITO TAKASHI 2018年関西メンズフィジーク176超級優勝、2019年スポルテックウェストメンズフィジーク部門優勝関西を代表する高身長フィジーカーとして、本日は精一杯頑張ります。

155 上田 泰誠 ウエダ タイセイ Ueda Taisei

156 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ Yuki Sato 日焼けもコンテストも初めての挑戦です。頑張ります！

157 生田 俊宏 イクタ トシヒロ Ikuta Toshihiro 人生はじめてのコンテストです。精一杯頑張ります！

158 橋本 弘貴 ハシモト ヒロキ Hashimoto Hiroki 十代の間に大会に出たいと考えていたので出場できた事がとても嬉しいです。頑張って勝ちたいです。

159 吉住 仁志 ヨシズミ ヒトシ Yoshizumi Hitoshi 100kgからどれくらい絞れるか分かりませんが頑張ります。

【ボディフィットネス】

　■35歳未満 （1名）

NO ローマ字 コメント

160 藤原 のどか フジワラ ノドカ fujiwara nodoka

　■45歳未満 （1名）

NO ローマ字 コメント

161 栗山 恵美 クリヤマ エミ Emi Kuriyama マッスルゲートは2020年2月川崎で初めて出場させて頂き、再度チャレンジしたく出場を決めました。当日までしっかり身体を作り最善の状態で自信を持って舞台に立ちたいです！

　■55歳以上 （1名）

NO ローマ字 コメント

162 黄 弘子 コウ ヒロコ Kou  Hiroko ボディメイクに年齢は、関係ない事を証明したい。

【ミックスドペア】 （1組）

NO ローマ字 コメント

渡邉 美月 ワタナベ ミヅキ Watanabe Mizuki

中村 聡一郎 ナカムラ ソウイチロウ Nakamura Souichiro

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （4名）

NO ローマ字 コメント

163 栗原 良太 クリハラ リョウタ Kurihara Ryota 念願の初コンテスト頑張ります。

164 竪林 大悟 タテバヤシダイゴ Tatebayashi Daigo がんばります。

165 橋本 弘貴 ハシモト ヒロキ Hashimoto Hiroki 十代の間に大会に出たいと考えていたので出場できた事がとても嬉しいです。頑張って勝ちたいです。

166 飯田 徹 イイダ トオル Iida Toru 失恋を機にトレーニングを始めました。その時より少しかっこいい自分を披露します。応援に来て下さった方ありがとうございます。

　■168㎝以下級 （3名）

NO ローマ字 コメント

167 橘 祐多 タチバナ ユウタ Tachibana Yuta 当日は雄臭く行きたいと思います

168 香月 啓太 カツキ ケイタ KATSUKI  KEITA

169 飯田 彰彦 イイダ アキヒコ AKIHIKO IIDA コロナのパンデミックの中でありながら、ゴールドジムのジムコンを開催していただき、まことにありがたく思います。もう20年にもなる会員として大会を楽しみたいと思います。

　■175㎝以下級 （6名）

NO ローマ字 コメント

170 高山 敏章 タカヤマ トシアキ Takayama Toshiaki 初めての大会なので頑張ります。

171 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ takeuchi norihiro 東京から来ましたタケウチノリヒロです。よろしくお願いします。

172 加納 大年 カノウ ダイネン Kano Dainen コンテスト初参加ですがやるだけやってみます。

173 久代 章博 クシロ アキヒロ kushiro akihiro

174 銭 安武 セン ヤスタケ Sen Yasutake もしかしたら、最年長かもしれません。私らしく思いっきり楽しみます。

175 佐藤 拓斗 サトウ タクト Sato Takuto 応援していただいた方達に感謝して、ステージを楽しみます！

　■175㎝超級 （3名）

NO ローマ字 コメント

176 張 坤 チョウ コン Chou kon 優勝できるよう頑張ります！

177 岸田 勇輝 キシダ ユウキ Kishida Yuki

178 石村 重雄 イシムラ シゲオ Ishimura Shigeo 困難な時勢にあって、このような機会を設けて頂いたことに感謝いたします。

【ウーマンズフィジーク】 （3名）

NO ローマ字 コメント

179 片山 めぐみ カタヤマ メグミ Katayama  Megumi 全力を出し切ります！！

180 石田 智砂 イシダ チサ GHISA ISHIDA 筋トレを始めてまだ浅いのですが、自分に対しての挑戦と健康で過ごせることへの感謝でチャレンジしようと思いました。

181 内田 夏苗 ウチダ カナエ UCHIDA KANAE

デッドリフトがしたくて今年の6月にゴールドジムに入会しました。すっかりハマってしまい、今ではできる種目も増え、毎日トレーニングしています。日々新しい発見・気付きの連続で、自分の身体のことなのに何も知らなかったんだと

思い知らされました。自身の筋肉と向き合うこと、人の身体の仕組みを知ること、そして、できなかったことができるようになっていくことがとても愉快爽快です。大会に向け、ポージングの練習も減量もフルエンジョイで進めており、

当日も思い存分楽しみたいと思います。初めてのコンテストを、両親に観てもらいたくて地元神戸を選びました。好きな筋肉は前鋸筋と広背筋。チャームポイントは腹斜筋です。どうぞよろしくお願いいたします。

【ボディビル】

　■新人の部 （14名）

NO ローマ字 コメント

182 栗田 篤志 クリタ アツシ Kurita Atsushi

183 栗原 良太 クリハラ リョウタ Kurihara Ryota

184 竹之下 倖太 タケノシタコウタ Kouta Takenoshita トレ歴の短い高校生ですが自分の最善を尽くしましたので応援よろしくお願いします

185 大崎 瑛人 オオサキ エイト Osaki Eito
10年前、競泳の日本選手権に出場しました。競泳を引退してから、身体がブクブクと太ってしまい、身体を変えたいと思い、ゴールドジムノース東京へ入会しました。身体が変わる度に自分に自信が付くようになったり、トレーニングの

楽しさを覚え、今はトレーニングをしないと落ち着かない程になりました！今回このような形で初めてボディビルのコンテストに出場することが出来て、とても嬉しく思っています。楽しみたいです！

186 川下 雄大 カワシタ タケヒロ Kawashita Takehiro 初めてのコンテスト、悔いのないよう全力で楽しみます。

187 仲田 佳央 ナカタ ヨシオ Nakata Yoshio トレーニング歴は長いですが、初めて出場します。精一杯頑張ります。

188 石津 瑛慈 イシヅ エイジ Ishidu  Eiji

189 野村 修平 ノムラ シュウヘイ Nomura Shuhei

190 森岡 洸貴 モリオカ コウキ Morioka Kouki

191 川 大貴 カワ タイキ Kawa  Taiki 初めての大会出場で緊張しますが、全身全霊で挑みます！

192 嶋崎 輝 シマサキ ヒカル Shimasaki Ｈikaru

193 飯田 徹 イイダ トオル Iida Toru 失恋を機にトレーニングを始めました。その時より少しかっこいい自分を披露します。応援に来て下さった方ありがとうございます。

194 園田 和男 ソノダ カズオ Sonoda Kazuo

195 前野 良真 マエノ リョウマ Ryoma Maeno
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　■ジュニア（23歳以下） （6名）

NO ローマ字 コメント

196 前野 良真 マエノ リョウマ Ryoma Maeno

197 嶋崎 輝 シマサキ ヒカル Shimasaki Hikaru 大会開催ありがとうございます！初ボディビル頑張ります！

198 井上 慶至 イノウエ ケイシ Inoue Keishi ボディビル初ダブルエントリー初でめちゃくちゃ緊張してますが初初ということで何事も＋に捉え顔晴ります！

199 森岡 洸貴 モリオカ コウキ Morioka Kouki

200 永田 大和 ナガタ ヤマト Nagata Yamato 信じてきたものを貫いて、今自分に出来ることをします

201 宇佐美 一歩 ウサミ カズホ Usami Kazuho

　■マスターズ50歳以上 （10名）

NO ローマ字 コメント

202 園田 和男 ソノダ カズオ Sonoda Kazuo

203 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ KIHIRA MITSUTAKA

204 藤本 和正 フジモト カズマサ FUJIMOTO KAZUMASA

205 三木 善雄 ミキ ヨシオ Miki Yoshio 60歳を越しましたが頑張ります。

206 石村 重雄 イシムラ シゲオ Ishimura Shigeo 困難な時勢にあって、このような機会を設けて頂いたことに感謝いたします。

207 北倉 健二 キタクラ ケンジ Kitakura Kenji 頑張ります！

208 銭 安武 セン ヤスタケ Sen Yasutake もしかしたら、最年長かもしれません。私らしく思いっきり楽しみます。

209 田畑 聡彦 タバタ アキヒコ Akihiko Tabata

210 坂下 健吾 サカシタ ケンゴ Sakashitakengo

211 木下 誠 キノシタ マコト Kinoshita Makoto

　■65㎏以下級 （22名）

NO ローマ字 コメント

212 川 大貴 カワ タイキ Kawa  Taiki 初めての大会出場で緊張しますが、全身全霊で挑みます！

213 田畑 聡彦 タバタ アキヒコ Akihiko Tabata この大会が開催きまり、モチベーションあがりました。

214 坂下 健吾 サカシタ ケンゴ Sakashitakengo 頑張ります

215 木下 誠 キノシタ マコト Kinoshita Makoto コンテスト二回目です。滋賀のゴールドジムでトレーニングしてます。よろしくお願いします。

216 永田 大和 ナガタ ヤマト Nagata Yamato 信じてきたものを貫いて、今自分に出来ることをします

217 宇佐美 一歩 ウサミ カズホ Usami Kazuho

218 加納 大年 カノウ ダイネン Kano Dainen コンテスト初参加ですがやるだけやってみます。

219 ＦＥＲＮＡＮＤＯＪＥＦＦＲＹフエルナンドジエツフリー Fernando Jeffry 精一杯頑張ります。

220 吉田 倫徳 ヨシダ トモノリ yoshida tomonori

221 皆川 大地 ミナカワ ダイチ Minakawa Daichi
ある人の背中を追いかけ、日々トレーニングに邁進してきました。そしていつの日か同じ舞台に立てる日が来る事を願い、様々な方からアドバイス等頂きながらこの大会に望んでいます。感謝の気持ちを忘れず、初の大会を楽しもうと思

います！

222 藤代 伸也 フジシロ シンヤ Fujishiro Shinya 予選には必ず残る

223 三浦 慎二郎 ミウラ シンジロウ Miura Shinjiro 頑張ります

224 松下 俊将 マツシタ トシマサ MATSUSHITA TOSHIMASA大会を楽しんで頑張ります

225 中井 将喜 ナカイ マサキ Nakai Masaki 初めての大会参加ですが、１年間トレーニングに取り組んできた成果を悔いなく全力で出し切ります。宜しくお願い致します。

226 宮田 智矢 ミヤタ トモヤ tomoya miyata 4年ぶりのコンテスト出場ジャパンカップ出場権獲得目指して全身全霊で臨みます

227 栗田 篤志 クリタ アツシ Kurita Atsushi 自分の憧れであるジム仲間の皆さんの前で、舞台に挙がれるチャンスをいただいたこと本当に感謝です。本番当日は自分を信じて、思いっきり楽しみたいと思います。

228 有馬 究一 アリマ キュウイチ Arima Kyuichi 大会までに仕上げます。

229 中野 雅貴 ナカノ マサキ NAKANO MASAKI 岩手県で薬剤師をしてます。薬のことならコスモ薬局まで！今日は日本一マッチョな薬剤師目指します！！！

230 吉岡 翔平 ヨシオカ ショウヘイ Yoshioka Shohei

231 村上 聖彦 ムラカミ マサヒコ Murakami Masahiko

232 柳瀬 康宏 ヤナセ ヤスヒロ Yanase Yasuhiro フィジークは2回目、ボディビルは初めての挑戦です。悔いのないように頑張ります。

233 山垣 広佑 ヤマガキ コウスケ yamagaki kousuke

　■75㎏以下級 （16名）

NO ローマ字 コメント

234 野村 修平 ノムラ シュウヘイ Nomura Shuhei

235 北倉 健二 キタクラ ケンジ Kitakura Kenji 頑張ります！

236 銭 安武 セン ヤスタケ Sen Yasutake もしかしたら、最年長かもしれません。私らしく思いっきり楽しみます。

237 森岡 洸貴 モリオカ コウキ Morioka Kouki

238 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ takeuchi norihiro 東京から来ましたタケウチノリヒロです。よろしくお願いします。

239 新井 風雅 アライ フウガ Arai Fuga 数少ない機会を全力で楽しませて頂きます！宜しくお願いします。

240 生見 嘉英 ヌクミ ヨシヒデ Nukumi Yoshihide この舞台が自分の一年間の自己表現にしたい

241 前田 和宏 マエダ カズヒロ Maeda Kazuhiro

242 浅野 和也 アサノ カズヤ Asano  Kazuya 今年でボディビル歴2年目に入ります。精いっぱい頑張りたいと思います。

243 田中 宏樹 タナカ ヒロキ Tanaka Hiroki

244 河野 厚志 コウノ アツシ Kono Atsushi

245 豊田 隆志 トヨダ タカシ Toyoda Takashi ゴールドジム今出川のスタッフの皆様のサポートでここまでこれました。今日は頑張ります。

246 小川 航平 オガワ コウヘイ b1215076@gmail.com 筋トレのおかげで人生が最高に楽しくなった。今日という日も自分の筋肉で最高の日にしたい。

247 久保田 真介 クボタ シンスケ Kubota Shinsuke

248 安田 賢一 ヤスダ ケンイチ Yasuda Kenichi 大会を楽しみます！

249 佐々木 公輝 ササキ コウキ Sasaki Kouki

　■75㎏超級 （8名）

NO ローマ字 コメント

250 炭谷 晃平 スミタニ コウヘイ Sumitani Kohei

251 荒川 翔哉 アラカワ ショウヤ Arakawa Shoya 優勝しに来ました。

252 相模 裕士 サガミ ヒロシ Sagami Hiroshi 大変な時期にこうした機会を与えていただいたことに感謝しています。精一杯頑張ります。

253 高山 敏章 タカヤマ トシアキ Takayama Toshiaki 初めての大会なので頑張ります。

254 神田 優作 カンダ ユウサク Kanda Yusaku 昨年より進化した身体でステージに立ちます。

255 山下 昌男 ヤマシタ マサオ Ｙamasita masao

256 仲田 佳央 ナカタ ヨシオ Nakata Yoshio

257 川上 直樹 カワカミ ナオキ Kawakami Naoki 頑張ります！

258 マーク ダイス マーク ダイス Mark Deyss
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