
【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （3名）

NO 都道府県 コメント

1 河上 嘉子 カワカミ カコ 富山県 筋トレに出会えて嬉しいです！よろしくお願いします！

2 高橋 若葉 タカハシ ワカバ 東京都

3 小林 夏実 コバヤシ ナツミ 東京都 初めてのJBBFのコンテスト。今年は諦めていましたが、楽しく筋トレする仲間とステージを楽しみたくて出場を決意しました。はじめてのコンテスト楽しめるように頑張ります

　■35歳未満163㎝超級 （3名）

NO 都道府県 コメント

4 植松 舞 ウエマツ マイ 静岡県

5 堀田 ひろみ ホリタ ヒロミ 富山県

6 大崎 麻耶 オオサキ マヤ 石川県

　■35歳以上160㎝以下級 (2名）

NO 都道府県 コメント

7 西川 敦子 ニシカワ アツコ 岐阜県 コロナ禍でのトレーニングの成果を発揮したいです。

8 臼井 美佳 ウスイ ミカ 石川県

　■35歳以上160㎝超級 （6名）

NO 都道府県 コメント

9 小林 由恵 コバヤシ ヨシエ 滋賀県 トレーニングを本格化して丸一年、初めて大会にエントリーしました。

10 伊藤 真実 イトウ マナミ 千葉県

11 岩井 知子 イワイ トモコ 東京都 頑張ります

12 伊藤 佳織 イトウ カオリ 愛知県 コンテスト初参加で不安と期待でいっぱいですが、ステージングを楽しめるよう精一杯、準備して参戦致します。ステージで輝きたいと思います。

13 深沢 万佐子 フカザワ マサコ 千葉県 大会が開催されることに感謝します。

14 左木 智美 サキ トモミ 石川県 筋肉は最高のオシャレ

【メンズフィジーク】

　■新人の部 （43名）

NO 都道府県 コメント

15 小林 幹太 コバヤシ カンタ 埼玉県 今までの筋トレ成果を存分に発揮します！

16 澤田 雄介 サワダ ユウスケ 愛知県

17 川口 峻征 カワグチ シュンセイ 東京都

18 中西 岳彦 ナカニシ タケヒコ 石川県

19 西之園 賢太 ニシノソノ ケンタ 滋賀県

20 山田 暉人 ヤマダ アキト 愛知県 初めて大会に出場するので精一杯頑張ります！

21 宮郷 貴大 ミヤゴウ タカヒロ 愛知県 自分のすべてをぶつける！だれにもまけない！

22 長郷 丈 ナガサト ジョウ 埼玉県 はじめての大会出場ですが、上位目指してがんばります！

23 舘 秀人 タチ ヒデト 富山県 人生初めての大会、大切な人や今まで応援、支えて下さった方々に良い結果を残せるよう頑張ります！

24 石山 檀 イシヤマ ダン 東京都 初めてのコンテスト精一杯頑張ります。

25 林 宏 ハヤシ ヒロシ 宮城県

26 佐藤 生 サトウ フユ 千葉県 1年間の集大成。楽しみます。

27 矢口 海斗 ヤグチ カイト 埼玉県 はじめての大会なので気合い入れて行きたいです

28 木村 斗紀 キムラ トキ 東京都 自分の全力を尽くして頑張ります！

29 澤井 誠一 サワイ セイイチ 富山県 初めての大会 目標を持って頑張ります。

30 下河辺 友也 シモカワベ トモヤ 茨城県

31 鈴木 隆浩 スズキ タカヒロ 静岡県 初めての大会なので上位に入れるように頑張ります！

32 小曽根 翔 オゾネ ショウ 埼玉県 初めての大会頑張ります。

33 鈴木 澪以 スズキ レイ 埼玉県

34 野澤 樹耶 ノザワ ミキヤ 愛知県 一生懸命頑張りさせていただきます。

35 澤田 雄介 サワダ ユウスケ 愛知県

36 江刺 孝基 エサシ コウキ 宮城県 初の石川県大会楽しみます！

37 田中 颯真 タナカ フウマ 埼玉県
初めての大会なのでとても緊張していますが、それと同時にとてもワクワクしています。この状況下の中でステージに立てることに感謝し、最後までベストを尽くして頑張りま

す！！

38 水野 太智 ミズノ タイチ 東京都

39 岩田 憲明 イワタ ノリアキ 愛知県 初のコンテスト挑戦ですが、少しでも良い成績を残せるように頑張ります！！

40 居山 聖也 イヤマ セイヤ 長野県

41 岡本 大地 オカモト ダイチ 京都府 初のコンテストですが、精一杯頑張ります！

42 三澤 駿 ミサワ シュン 埼玉県

43 後藤 庸志 ゴトウ ヨウジ 神奈川県 初めて大会に出場しますが楽しみたいと思います！

44 清水 礼 シミズ レイ 埼玉県

45 山田 健太郎 ヤマダ ケンタロウ 新潟県 腹筋割りたいです

46 松本 尚輝 マツモト ナオキ 東京都 優勝狙って頑張るぞい！

47 土田 俊助 ツチダ シュンスケ 富山県 富山のダークホース、つちのこ参上！全員、ちゅうもーーーーく！

48 有川 智 アリカワ サトシ 東京都 初めての大会を存分に楽しみ、終わったら金沢の美味しい魚と地酒を楽しみます！

49 尾崎 利道 オザキ トシミチ 富山県

50 喜多 兼士 キタ ケンジ 石川県 来月で40歳になりますが、新人でがんばりまーす！！

51 岩木 涼成 イワキ リョウセイ 愛知県

52 小林 翔人 コバヤシ カケト 兵庫県

53 佐藤 義和 サトウ ヨシカズ 富山県 初大会、全力で望み楽しみます！

54 長屋 孝汰 ナガヤ コウタ 富山県 トレーニング人生の集大成をみせます！！

55 作場 嶺 サクバ レイ 東京都 頑張ります

56 上松 航大 ウエマツ コウダイ 富山県

57 田村 ゆうし タムラ ユウシ 東京都

　■マスターズ172㎝以下級 （15名）

NO 都道府県 コメント

58 宇多 弘志 ウダ ヒロシ 富山県 ライバルは昨日の自分です。

59 土用 貴久 ドヨウ タカヒサ 富山県 自分自身への挑戦の第一歩にしたいです。

60 篠田 尚幸 シノダ ナオユキ 岐阜県
普段はFWJの大会を主に参加していますこの大会は誰でも参加できる大会として、普段会うことのない他の団体の方との交流も楽しみに参加しましたつい先日53歳の誕生日を迎

え、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

61 風間 敏明 カザマ トシアキ 静岡県 陸上自衛隊定年退官後にボディビメイクを始めて、現在に至ります。悔いのないよう全力でやらさせて頂きます。

62 大西 太一 オオニシ タイチ 福井県

63 南 博志 ミナミ ヒロシ 石川県 表彰台目指します！

64 滋野 毅 シゲノ ツヨシ 岐阜県
目標としてた大会も中止 延期となり落ち込みましたが 今年はもう諦めてました コロナ禍の中自分を見つめ直し奮起しようと気合い入れた所でこの大会を知りました 当日は思い切

り楽しみたい

65 山本 俊宏 ヤマモト トシヒロ 石川県

66 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 神奈川県

67 田辺 哲 タナベ サトシ 静岡県 59歳まだまだ成長期ボディとダンディーに磨きをかけてチャレンジします

68 中土井 利行 ナカドイ トシユキ 神奈川県

69 長谷川 和之 ハセガワ カズユキ 愛知県 大会企画運営ありがとうございます。53歳の挑戦魅せマッスル！！

70 新保 政信 シンボ マサノブ 石川県 応援して下さる方に、最高のパフォーマンスを発揮し、上位進出を目指します。

71 金森 尚宏 カナモリ ナオヒロ 富山県 憧れのジム、日々楽しい。

72 徳田 一浩 トクダ カズヒロ 茨城県

　■マスターズ172㎝超級 （9名）

NO 都道府県 コメント

73 白石 進 シライシ ススム 埼玉県
ボディビル・メンズフィジーク・クラシックフィジークどれも大好きなのでトリプルエントリーします。Top3に入れるカテゴリーがあればJAPAN CUPにも出場したいと思いま

す。Top3目指して頑張ります！

74 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ 千葉県 娘にカッコいいと思ってもらいたいやってやります

75 浅田 浩平 アサダ コウヘイ 富山県

76 下垣内 宣行 シモガイト ノブユキ 大阪府 今年初挑戦です。ステージ楽しみたいと思います！

77 田中 輝彦 タナカ テルヒコ 群馬県

78 五十嵐 肇 イガラシ ハジメ 富山県 40代最後の年です。かっこいい身体を目指して頑張ります。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

11/15マッスルゲート石川　エントリーリスト

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



79 大蔵 修朗 オオクラ ノブオ 福井県 50歳で始めたボディーメイク！過去1の体で挑みます！！！

80 大浦 信浩 オオウラ ノブヒロ 石川県

81 澤井 誠一 サワイ セイイチ 富山県
急遽 大会出場を決めそこからいろんな人との交流があり楽しくもありまた競争心も持ていろんな体験ができました。西支配人を始めスタッフ インストラクターの沢山の応援をも

らいとても嬉しくなりました。大会当日 終わるまで気を抜かず頑張ります。

　■168㎝以下級 （27名）

NO 都道府県 コメント

82 野々村 鋼太 ノノムラ コウタ 愛知県 記録より思い出

83 斉藤 信人 サイトウ ノブト 富山県 全力で楽しみます

84 水野 太智 ミズノ タイチ 東京都

85 岩田 憲明 イワタ ノリアキ 愛知県 初のコンテスト挑戦ですが、少しでも良い成績を残せるように頑張ります！！

86 居山 聖也 イヤマ セイヤ 長野県

87 岡本 大地 オカモト ダイチ 京都府 初のコンテストですが、精一杯頑張ります！

88 滋野 毅 シゲノ ツヨシ 岐阜県
目標としてた大会も中止 延期となり落ち込みましたが 今年はもう諦めてました コロナ禍の中自分を見つめ直し奮起しようと気合い入れた所でこの大会を知りました 当日は思い切

り楽しみたい

89 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ 埼玉県 マッスルゲート初参戦ですが、実力を発揮出来る様にポージングを頑張ります！

90 川田 聖侃 カワタ マサヤ 北海道 札幌大会で不完全燃焼だったので

91 藤代 亮 フジシロ リョウ 茨城県

92 レー アンミン レー アンミン 愛知県

93 尾崎 利道 オザキ トシミチ 富山県

94 長屋 孝汰 ナガヤ コウタ 富山県

95 毛利 智明 モウリ トモアキ 愛知県 表彰台目指してがんばります

96 團 稜真 ダン リョウマ 石川県

97 窪木 裕也 クボキ ユウヤ 富山県 筋トレを始めて１年目です。宜しくお願いいたします。

98 馬場 友進 ババ トモユキ 青森県 釣りのための筋トレが気づけば本気の筋トレになっていました。オレの本気お見せします！

99 上松 航大 ウエマツ コウダイ 富山県

100 渡邊 龍人 ワタナベ リュウト 滋賀県 フィジークのコンテストに出場するのは初めてですが、精一杯頑張りたいと思います。

101 中島 正晴 ナカシマ マサハル 神奈川県 頑張ります！

102 松本 弘樹 マツモト ヒロキ 神奈川県
今年は夏に出場を予定していた大会が中止となりましたが、マッスルゲートを開催頂いたおかげで再奮起できました。今年の集大成として、過去最高の身体で臨みたいと思ってい

ます。

103 藤波 駿一朗 フジナミ シュンイチロウ 愛知県

104 山下 将史 ヤマシタ マサシ 埼玉県

105 杉野 将大 スギノ マサヒロ 愛知県 久しぶりの挑戦です！よろしくお願いします！

106 今村 翔 イマムラ ショウ 石川県

107 林 達朗 ハヤシ タツロウ 兵庫県

108 田澤 良幸 タザワ ヨシユキ 岡山県 コンテストが開催される事に感謝してしっかりステージで自分の身体を表現していきたいと思います。

　■172㎝以下級 （26名）

NO 都道府県 コメント

109 土田 俊助 ツチダ シュンスケ 富山県 ゴールドジムで得た知識や、トレーニングを継続した成果を発揮したいです！

110 山崎 裕也 ヤマザキ ユウヤ 富山県 全力で頑張ります

111 腰 晴喜 コシ ハルキ 愛知県 優勝目指して最高のパフォーマンス魅せます

112 下河辺 友也 シモカワベ トモヤ 茨城県

113 鈴木 隆浩 スズキ タカヒロ 静岡県 初めての大会なので上位に入れるように頑張ります！

114 小曽根 翔 オゾネ ショウ 埼玉県 初めての大会頑張ります。

115 鈴木 澪以 スズキ レイ 埼玉県

116 野澤 樹耶 ノザワ ミキヤ 愛知県 一生懸命頑張りさせていただきます。

117 澤田 雄介 サワダ ユウスケ 愛知県

118 江刺 孝基 エサシ コウキ 宮城県 初の石川県大会楽しみます！

119 荘田 巧登 ショウダ タクト 愛知県

120 宇多 弘志 ウダ ヒロシ 富山県 当初マスターズのみエントリーする予定でしたが、せっかくの機会なので一般もエントリーすることにしました。

121 櫻井 蓮 サクライ レン 石川県 頑張ります！！！！！！！！！！！！！！

122 野村 明史 ノムラ アキフミ 福井県

123 国崎 魁 クニサキ カイ 神奈川県

124 鈴木 達平 スズキ タッペイ 千葉県 全身全霊、気持ち込めて行かせて頂きます！

125 松本 尚輝 マツモト ナオキ 東京都 モテるために頑張ります！

126 佐野 昌幸 サノ マサユキ 大阪府

127 作場 嶺 サクバ レイ 東京都 頑張ります。

128 佐々木 駿 ササキ シュン 東京都 これまでは悔しい想いしかせず、悔しい涙しか流せませんでしたが、今回は嬉し涙で終わりたい！

129 松澤 貴幸 マツザワ タカユキ 東京都 中学校の先生、減量期の給食は一口だけ、子どもたちの力を胸に頑張ります！

130 川口 峻征 カワグチ シュンセイ 東京都

131 酒井 秋紀 サカイ アキノリ 沖縄県 攻めます

132 嶋崎 希典 シマザキ マレスケ 福井県

133 小林 翔人 コバヤシ カケト 兵庫県

134 高野 拓也 タカノ タクヤ 富山県 今日勝って美味しいラーメンが食べたい！

　■176㎝以下級 （24名）

NO 都道府県 コメント

135 布一 秀秋 ヌノイチ ヒデアキ 富山県 チャンピオンシップ出場権獲得の段階で負けてなんかいられない。絶対1位を獲りにいく！！！！

136 小林 幹太 コバヤシ カンタ 埼玉県 今までの筋トレ成果を存分に発揮します！

137 永江 守 ナガエ マモル 富山県 焼肉食べたいです。

138 塚本 健太 ツカモト ケンタ 宮城県 優勝目指して頑張ります！

139 西之園 賢太 ニシノソノ ケンタ 滋賀県

140 山田 暉人 ヤマダ アキト 愛知県 初めて大会に出場するので精一杯頑張ります！

141 宮郷 貴大 ミヤゴウ タカヒロ 愛知県 自分のすべてをぶつける！だれにもまけない！

142 長郷 丈 ナガサト ジョウ 埼玉県 はじめての大会出場ですが、上位目指してがんばります！

143 舘 秀人 タチ ヒデト 富山県 人生初めての大会、大切な人や今まで応援、支えて下さった方々に良い結果を残せるよう頑張ります！

144 石山 檀 イシヤマ ダン 東京都 初めてのコンテスト精一杯頑張ります。

145 林 宏 ハヤシ ヒロシ 宮城県

146 佐藤 生 サトウ フユ 千葉県 1年間の集大成。楽しみます。

147 五十嵐 肇 イガラシ ハジメ 富山県 40代最後の年です。かっこいい身体を目指して頑張ります。

148 佐々木 翔平 ササキ ショウヘイ 兵庫県 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、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。

149 佐藤 義和 サトウ ヨシカズ 富山県 105キロから2ヵ月で減量を行いました。苦しかった分、大会を楽しみ全力で望みたいと思います！

150 橋本 拓英 ハシモト タクエイ 神奈川県 思い出の地、石川で頑張ります。

151 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ 千葉県 娘にカッコいいところ見せたい

152 近藤 裕明 コンドウ ヒロアキ 愛知県 頑張ります

153 河野 裕二 コウノ ユウジ 埼玉県

154 山下 峻平 ヤマシタ シュンペイ 東京都 初めての大会ですが、楽しんでポージングします！

155 小久保 仁也 コクボ ジンヤ 茨城県

156 山口 銀斗 ヤマグチ ギント 石川県 ジャパンカップ目指して優勝します！

157 細川 典孝 ホソカワ ノリタカ 愛知県 メンズフィジーク初挑戦です。現時点の自分を出し切ります。宜しくお願い致します。

158 池崎 拓人 イケザキ タクト 宮城県 これまた勝ちに来ました。

　■176㎝超級 （14名）

NO 都道府県 コメント

159 清野 義順 キヨノ ヨシズミ 岐阜県 入賞目指して頑張ります

160 山田 貴哉 ヤマダ タカヤ 富山県 帆船海王丸は今年で一般公開30周年、進水90周年を迎えました。

161 田中 輝彦 タナカ テルヒコ 群馬県

162 福田 文彦 フクダ フミヒコ 宮城県 自分の全力をぶつけていきたい

163 澤村 康平 サワムラ コウヘイ 石川県 あごも鍛えました！

164 川原 康広 カワハラ ヤスヒロ 宮城県 30代最後の年にコンテストが無くなったと思いましたが、このような舞台を用意してもらいとても感謝しています。

165 山城 人志 ヤマシロ ヒトシ 東京都 応援してくれる人たちのためにも、全力を尽くして応えたいと思います。

166 田村 ゆうし タムラ ユウシ 東京都

167 田川 裕也 タガワ ユウヤ 埼玉県

168 河合 優徳 カワイ マサノリ 愛知県 頑張ります！

169 間瀬 雄大 マセ ユウダイ 愛知県 JBBFルールのフィジークは初挑戦ですが、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



170 有川 智 アリカワ サトシ 東京都

171 河村 勇喜 カワムラ ユウキ 岡山県

172 生田 俊宏 イクタ トシヒロ 兵庫県 緊張していますが、堂々としたステージングができるように頑張ります！

【ボディフィットネス】

　■45歳未満 （1名）

NO 都道府県 コメント

173 石井 ゆうき イシイ ユウキ 東京都 地元の大会に出場できて嬉しいです。

　■55歳未満 （1名）

NO 都道府県 コメント

174 石橋 綾子 イシバシ アヤコ 埼玉県

　■55歳以上 （2名）

NO 都道府県 コメント

175 西川 敦子 ニシカワ アツコ 岐阜県 コロナ禍でのトレーニングの成果を発揮したいです。

176 吉原 万寸美 ヨシハラ マスミ 愛知県
10月で56才になりました。健康増進目的で50才からフィットネストレーニングをしています。ボディメークは今年の3月から始めました。今の自分のレベルを知りたくて大会に参

加します。よろしくお願いします。

【ミックスドペア】 （1組）

NO 都道府県 コメント

251 高岡 由紀江 タカオカ ユキエ 愛媛県

251 斎藤 忠男 サイトウ タダオ 愛媛県

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （6名）

NO 都道府県 コメント

177 松本 尚輝 マツモト ナオキ 東京都 優勝狙って頑張るぞい！

178 下河辺 友也 シモカワベ トモヤ 茨城県

179 吉野 浩太 ヨシノ コウタ 石川県 初コンテスト頑張ります。

180 中西 貴大 ナカニシ タカヒロ 愛知県

181 長田 好人 オサダ ヨシヒト 神奈川県 初めてのクラッシックフィジーク出場ですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

182 有川 智 アリカワ サトシ 東京都

　■168㎝以下級 （8名）

NO 都道府県 コメント

183 山口 拓海 ヤマグチ タクミ 石川県 人生は冒険や！

184 藤代 亮 フジシロ リョウ 茨城県

185 毛利 智明 モウリ トモアキ 愛知県 表彰台目指してがんばります

186 南 博志 ミナミ ヒロシ 石川県 表彰台目指します！

187 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都 優勝目指して頑張ります。

188 沖野 太郎 オキノ タロウ 石川県

189 山岸 周平 ヤマギシ シュウヘイ 石川県
自己を表現できる場を提供してくださりありがとうございます！！元引きこもり、ウエスト100cm超でも周囲の人の助けで自己を表現できています。ボディビルに救われました。

ありがとうボディビル！！

190 レー アンミン レー アンミン 愛知県 過去一番いいコンディションを持っていきます。今回メンズフィジークとくらっしくメンズフィジークをダブルエントリして、両方入賞を狙います。

　■175㎝以下級 （9名）

NO 都道府県 コメント

191 腰 晴喜 コシ ハルキ 愛知県 クラシックフィージーク初参戦です！！ベストを尽くして頑張ります！！

192 白石 進 シライシ ススム 埼玉県
ボディビル・メンズフィジーク・クラシックフィジークどれも大好きなのでトリプルエントリーします。Top3に入れるカテゴリーがあればJAPAN CUPにも出場したいと思いま

す。Top3目指して頑張ります！

193 小久保 仁也 コクボ ジンヤ 茨城県

194 萩原 大河 ハギワラ タイガ 石川県 がんばります！！！！！！！

195 田平 侑磨 タヒラ ユウマ 千葉県

196 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 一生懸命ポージングさせて頂きます

197 石坂 恵一 イシザカ ケイイチ 石川県 365日筋肉のことを考えています。ぜひ刮目して下さい。

198 五味原 領 ゴミハラ レイ 東京都

199 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都 全力で頑張ります

　■175㎝超級 （2名）

NO 都道府県 コメント

200 有川 智 アリカワ サトシ 東京都

201 卯月 大登 ウヅキ ヤマト 石川県 クラシックを体現出来るよう頑張ります

【ボディビル】

　■新人の部 （7名）

NO 都道府県 コメント

202 吉野 浩太 ヨシノ コウタ 石川県 初コンテスト頑張ります。

203 五十嵐 徹 イガラシ トオル 群馬県 ボディビル1年目ですが、全力で挑みます。

204 角張 将真 カクバリ ショウマ 宮城県

205 保坂 和輝 ホサカ カズキ 栃木県 学生生活最後の大会になりますが、頑張ります。

206 福岡 敏行 フクオカ トシユキ 愛知県 緊張しすぎず、楽しむこと

207 長田 好人 オサダ ヨシヒト 神奈川県 まだまだ未熟者ではございますが、応援の程よろしくお願いします。

208 山田 篤哉 ヤマダ アツヤ 東京都

　■ジュニア（23歳以下） （5名）

NO 都道府県 コメント

209 山口 拓海 ヤマグチ タクミ 石川県 人生は冒険や！

210 水野 太智 ミズノ タイチ 東京都

211 下河辺 友也 シモカワベ トモヤ 茨城県

212 川田 聖侃 カワタ マサヤ 北海道 札幌大会で不完全燃焼だったので

213 萩原 大河 ハギワラ タイガ 石川県 がんばります！！！！！！！

　■マスターズ50歳以上 （14名）

NO 都道府県 コメント

214 白石 進 シライシ ススム 埼玉県
ボディビル・メンズフィジーク・クラシックフィジークどれも大好きなのでトリプルエントリーします。Top3に入れるカテゴリーがあればJAPAN CUPにも出場したいと思いま

す。Top3目指して頑張ります！

215 沢田 利昭 サワダ トシアキ 石川県 久しぶりの大会出場です。毎年、大会出場目指して頑張ります。

216 風間 敏明 カザマ トシアキ 静岡県 陸上自衛隊定年退官後にボディビメイクを始めて、現在に至ります。悔いのないよう全力でやらさせて頂きます。

217 山田 篤哉 ヤマダ アツヤ 東京都

218 後 二郎 ウシロ ジロウ 石川県 大会に出場する為に努力してきた全てを出し尽くしたい。

219 山田 慎太郎 ヤマダ シンタロウ 石川県 マッスルゲート楽しみます

220 藤本 和正 フジモト カズマサ 東京都

221 葉波 潤一郎 ハナミ ジュンイチロウ 埼玉県

222 宮田 勝実 ミヤタ カツミ 神奈川県 息子が久々に選手復帰することになったので、5年ぶりの『同階級・親子対決』を楽しむために、急きょ出場を決めました。

223 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都 全力で頑張ります

224 橋本 俊二 ハシモト シュンジ 埼玉県

225 石見 義則 イワミ ヨシノリ 石川県 楽しみたい

226 大西 太一 オオニシ タイチ 福井県

252 宮本　 重之 ミヤモト　 シゲユキ 石川県

　■65㎏以下級 （8名）

NO 都道府県 コメント

227 永崎 貴浩 ナガサキ タカヒロ 東京都 初の石川、楽しみです。

228 沖野 太郎 オキノ タロウ 石川県

229 宮田 勝実 ミヤタ カツミ 神奈川県 息子が久々に選手復帰することになったので、5年ぶりの『同階級・親子対決』を楽しむために、急きょ出場を決めました。

230 宮田 智矢 ミヤタ トモヤ 東京都 4年ぶりのコンテスト出場そして！5年ぶりの親子対決再び！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

232 山口 拓海 ヤマグチ タクミ 石川県 人生は冒険や！

233 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都 全力で頑張ります

234 南 博志 ミナミ ヒロシ 石川県 表彰台目指します！
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235 保坂 和輝 ホサカ カズキ 栃木県 学生生活最後の大会になりますが、頑張ります。

　■ボディビル75㎏以下級 （12名）

NO 都道府県 コメント

236 石下 麟太郎 イシシタ リンタロウ 埼玉県

237 佐藤 慎祐 サトウ シンスケ 愛知県 自分なりのボディビルを全力で表現します！

238 角張 将真 カクバリ ショウマ 宮城県

239 葉波 潤一郎 ハナミ ジュンイチロウ 埼玉県

240 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都 優勝目指して頑張ります。

241 諏佐 輝 スサ ヒカル 新潟県

242 田平 侑磨 タヒラ ユウマ 千葉県

243 藤代 亮 フジシロ リョウ 茨城県

244 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 一生懸命ポージングさせて頂きます

245 石坂 恵一 イシザカ ケイイチ 石川県 365日筋肉のことを考えています。ぜひ刮目して下さい。

246 五味原 領 ゴミハラ レイ 東京都

231 山岸 周平 ヤマギシ シュウヘイ 石川県
自己を表現できる場を提供してくださりありがとうございます！！元引きこもり、ウエスト100cm超でも周囲の人の助けで自己を表現できています。ボディビルに救われました。

ありがとうボディビル！！

　■ボディビル75㎏超級 （4名）

NO 都道府県 コメント

247 五十嵐 徹 イガラシ トオル 群馬県 ボディビル1年目ですが、全力で挑みます。

248 清野 義順 キヨノ ヨシズミ 岐阜県 入賞目指して頑張ります

249 山田 慎太郎 ヤマダ シンタロウ 石川県 マッスルゲート楽しみます

250 卯月 大登 ウヅキ ヤマト 石川県
ベストを尽くします。※以前にクラシックフィジーク175超も申し込み済みですが、このタイミングでボディビル75超も追加でエントリーさせていただいております。(ダブルエン

トリーです)
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