
【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （4名）

NO 都道府県 コメント

1 小野塚 萌 オノヅカ メグミ 神奈川県 ビキニのデビュー戦なのでやれることをやって自分がどれだけこの世界で通用するのか試したい

2 高橋 若葉 タカハシ ワカバ 東京都 精一杯頑張ります

3 小林 夏実 コバヤシ ナツミ 東京都
トレーニング仲間と同じステージに立ちたくて出場を決意しました。医療従事者の私がステージに立つ事への葛藤もあり決断まで時間がかかりましたがら何事にも諦めず立ち向かうこと、目標に向

かって全力になると必ず変化すると言うことを伝えられたら自分はもちろん、誰かの励みになるかもしれないと思い取り組んできました。はじめてのビキニ出場、ステージを楽しみたいです！

4 橘 智子 タチバナ トモコ 東京都 憧れのジェニファー・ロペスさんに近づけるように頑張ります．

　■35歳未満163㎝以下級 （8名）

NO 都道府県 コメント

5 大竹 奈々 オオタケ ナナ 東京都 人生初のコンテストなので知らない事や不安な事も多いですが精一杯頑張ります！

6 土田 円花 ツチダ マドカ 東京都 コンテスト後の美味しいご飯の為に！頑張ります！

7 曾根 真智子 ソネ マチコ 東京都 トレーニングを始めて1年足らずですが、甘ったれていて自信のない自分を変えたくて出場を決めました。心身共に強くしなかやな女性になっていきたいと思います。

8 岡田 未緒 オカダ ミオ 東京都
美尻美脚専門ジムbootyfitness恵比寿代官山店トレーナー今回が人生初のコンテスト出場になりますまだまだ世の中大変な中会場に駆けつけてくださった皆様へエネルギッシュなステージをお届けい

たします

9 西久保 志帆 ニシクボ シホ 東京都 人生初の挑戦、緊張しますが楽しみたいと思います！

10 河野 安佳里 カワノ アカリ 千葉県 やってきたことを出し切ります！

11 室橋 利江 ムロハシ トシエ 東京都 楽しみながら頑張りたいと思います！

12 羽鳥 月菜 ハトリ ヒナノ 東京都

　■35歳未満163㎝超級 （9名）

NO 都道府県 コメント

13 吉松 優 ヨシマツ ユウ 東京都 初めての大会です。沢山の方に支えられて今日の日を迎えました。最高のパフォーマンスが出来るように頑張ります。

14 鏡石 あかね カガミイシ アカネ 東京都

15 柿 夏芽 カキ ナツメ 埼玉県 大会初出場なので、ステージに立ちこの競技の素晴らしさを噛みしめたい。また現役学生選手もいる事を見てもらい、今後、若い世代の選手が増えて盛り上がるきっかけになりたい。

16 獺口 真衣 オソグチ マイ 神奈川県

17 韋 笑笑 ウェイ ショウショウ 東京都

18 日原 菜々子 ヒハラ ナナコ 東京都 初のフィットネス大会楽しみます！

19 原 史帆 ハラ シホ 東京都 とにかく楽しみます

20 陸野 裕佳 ムツノ ユウカ 千葉県 ビキニを着て初めてのコンテスト出場！優勝狙って舞います！

21 山之内 瑛美 ヤマノウチ エミ 神奈川県 当日最高のパフォーマンスができるよう一生懸命準備して臨みます！

　■35歳以上160㎝以下級 （13名）

NO 都道府県 コメント

22 奥村 若葉 オクムラ ワカバ 東京都 今年出場予定だった大会が無くなってしまったので、このような機会を作ってくださりありがとうございます。ピアノを弾くビキニ選手として、これからも頑張ります。

23 渡井 博子 ワタイ ヒロコ 静岡県 ネイルサロン経営・4人の子供達の母です。子供達に背中を見せる為に日々トレーニングに励んできました。トレーニング暦3年、今日は最後まで笑顔でやり切ります。

24 中村 明美 ナカムラ アケミ 東京都 目立つことが苦手な私が50歳という節目の年に、いくつになっても遅すぎるということはないと思い、コンテストに初挑戦します。

25 西江 幸枝 ニシエ サチエ 神奈川県 継続は力なり！筋肉は裏切らない！

26 舟越 水咲 フナコシ ミサキ 東京都 初出場です。ベストを尽くしたいと思います。

27 大野 聡美 オオノ サトミ 千葉県 トレーニングを始めて２年、初めてのチャレンジです。ビキニ競技を通じて、健康の大切さと、トレーニングの楽しさを伝えたいと思っています。市川市の安井友梨と呼ばれる日まで、頑張ります！

28 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 神奈川県
数年前よりJBBFのボディービルダーとして活躍する夫を追って、今年大会初年度を迎えました。小さい頃からずっしりボディーだった私ですが、高校生と中学生の子どもたちに、お父さんはもちろ

ん、お母さんも頑張っている！という姿を見てもらい、努力すればいつか必ず報われる、という自信に繋げてもらいたいという想いから出場を決意いたしました。

29 田中 裕子 タナカ ユウコ 群馬県 全力で楽しみます

30 浅坂 麻耶 アササカ マヤ 東京都 コンテスト初心者ですが、目標に向かって努力を積み重ねていきたいと思います。宜しくお願いいたします。

31 松藤 寛美 マツフジ ヒロミ 東京都 大会は初めてなので、とにかく楽しみたいです！

32 渡辺 恵美 ワタナベ エミ 山梨県 今年、最初で最後の大会となるでしょうが若い選手たちと肩を並べ精一杯がんばらせていただきます。よろしくお願いします。

33 鈴木 多美子 スズキ タミコ 東京都 11/21は、私の誕生日です。本日 59歳になります。最高の誕生日記念になりますように

34 阿部 典子 アベ ノリコ 埼玉県 昔から筋トレは大好きですが、今年からフィットネスビキニ仕様の美しく見せるためのボディメイクの筋トレの楽しさとさらに美しいポージングの世界に魅了され毎日ワクワクしています！

　■35歳以上160㎝超級 （14名）

NO 都道府県 コメント

35 山口 祐子 ヤマグチ ユウコ 東京都 いつも応援してくれる方々の為にも精一杯頑張ります。

36 後藤 美智子 ゴトウ ミチコ 神奈川県 日々のトレーニングの成果を発揮出来るよう、この場に立てることに感謝して頑張ります。

37 伊藤 真実 イトウ マナミ 千葉県 初めてのエントリーで緊張していますが、普段のトレーニングの成果を少しでも発揮できるように頑張ります。

38 Akhunova Olga アクノバ オルガ 東京都 ゴールドジム原宿ANNEXでパーソナルトレーナーをしているオルガです。JBBFの選手。

39 海江田 由美子 カイエダ ユミコ 神奈川県 今年度より大会に初挑戦します。よろしくお願いします。

40 荒井 有美 アライ アリミ 埼玉県 キラキラビキニが似合う身体になりたい。年齢は言い訳にしない。年齢は番号にすぎない。やる気があれば変われる。そしてこのステージに立つためにただ頑張ってきました。

41 山田 紗耶香 ヤマダ サヤカ 東京都 楽しみます

42 松永 麗華 マツナガ レイカ 東京都 笑顔でenjoyしたいと思います。

43 朝廣 きよこ アサヒロ キヨコ 東京都

44 窪田 尚美 クボタ ナオミ 東京都 私はvegan完全菜食主義者です。植物性のみでつくったカラダになります。地球と地球上に住む全ての生き物の幸せと平和を願っています。

45 深沢 万佐子 フカザワ マサコ 千葉県 元気があればなんでもできる！コロナ禍でも大会に出れることに感謝して楽しみたいと思います。

46 上野 麻衣子 ウエノ マイコ 神奈川県 去年デビューしたビキニフィットネス競技。コロナ渦の中でしたがステージからの景色が忘れられず今年も頑張ります。(頑張りました！)

47 三井 直美 ミツイ ナオミ 東京都 出場するからにはトップを目指します。

48 伊藤 佳織 イトウ カオリ 愛知県
コンテスト初参加で、石川大会に続き東京大会も参加させていただきます。最後まで悔いのないようトレーニング、ポージング練習をやり込みステージングを楽しみたいと思います。ステージで輝き

たいと思います！

【メンズフィジーク】

　■新人の部 （77人）

NO 都道府県 コメント

49 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ 東京都 新人枠で優勝！次に繋がる大会にする！

50 富山 麗央 トミヤマ レオ 千葉県 不安しかありませんが頑張ります。

51 山崎 一輝 ヤマサキ カズキ 岩手県 ボディコンテスト初出場です。この大会のために半年間減量して参りました。トレーニング歴は２年と短いですが精一杯頑張ります。

52 安喜 俊矢 アキ シュンヤ 千葉県 この大会中心の生活をしてきました

53 宇野 恭平 ウノ キョウヘイ 埼玉県 初参戦です！絞れば少しは見せれるのでしょうか？頑張ります！

54 小山 直晃 コヤマ ナオアキ 神奈川県 『努力に勝る天才なし』『あきらめねェど根性』3年間の集大成を今ここに！童貞フィジーカー見参！！

55 池上 勇真 イケガミ ユウマ 埼玉県 奥さんに惚れ直して欲しいです。

56 菊池 健太 キクチ ケンタ 神奈川県 最高の笑顔と気合いで挑戦します！

57 吉田 昌大 ヨシダ マサヒロ 東京都

58 東 祐司 ヒガシ ユウジ 神奈川県 初めての大会ですが、自分なりにベストを尽くします。

59 櫨山 雅貴 ハセヤマ マサキ 東京都 まだ未熟ですが来年もっとマッチョになってここにたちます！名前覚えておいてください

60 羅 忠 ラ チュウイン 埼玉県

61 赤塚 功造 アカツカ コウゾウ 福島県 余力なし！出し切ります！

62 小泉 圭輔 コイズミ ケイスケ 神奈川県 初めての大会出場です。当日が楽しみです。

63 長谷川 将士 ハセガワ ショウジ 千葉県 夢を叶えろ

64 辻本 尊之 ツジモト タカユキ 神奈川県 初めての大会ですが、自分の可能性を拡げるという信念を持って挑戦しました。まさにマッスルゲートという名のとおり、ここからがスタートだと思っております。

65 赤坂 祐太 アカサカ ユウタ 神奈川県 学生最後の思い出として上位入賞目指します！

66 太嶋 丈 タジマ ジョウ 埼玉県

67 谷上 康明 タニガミ ヤスアキ 東京都 今までやってこれた成果を出せたら嬉しいです。

68 高橋 航 タカハシ ワタル 神奈川県
ジムに通い始めて１年半が経ちました。トレーニングを始めて人生が前向きになり、充実した時間を過ごせるようになりました。今回初めてコンテストに参加させて頂きます。未熟な部分が多いです

が、残り３ヶ月間全力で調整したいと思います。よろしくお願いします！

69 赤井 駿介 アカイ シュンスケ 東京都 コロナウィルスにも負けず、磨き上げた肉体を披露します。好きなアマタケは、たまり醤油味です。よろしくお願いします。

70 関根 大樹 セキネ タイキ 神奈川県 大会初出場となるが、これまでのトレーニングの成果を出すことができるよう頑張りたい。

71 和田 朋大 ワダ トモヒロ 東京都 初めての大会出場で緊張しますが、全力で今までしてきたことを出していきたいと思っています。

72 関口 論 セキグチ ロン 群馬県 初めてのコンテストで緊張してますが、目標を決めて頑張るので、精一杯楽しめればと思います！

73 森田 成男 モリタ シゲオ 茨城県

74 吉岡 大樹 ヨシオカ ダイキ 東京都 はじめての大会なので良い思い出にしたいです

75 高野 裕貴 タカノ ユウキ 東京都

76 山根 佳 ヤマネ ケイ 東京都

77 木内 優介 キウチ ユウスケ 埼玉県 全力尽くして頑張ります！

78 本橋 昂大 モトハシ コウタ 神奈川県

79 森安 達志 モリヤス タツシ 東京都

80 湯淺 友晴 ユアサ トモハル 静岡県 フィジーク競技初参戦、初出場。自分なりの精一杯を披露したいと思います。

81 澤田 久幸 サワダ ヒサユキ 東京都 「初出場にしてはよく頑張った」なんて気持ちで挑んでません。よろしくお願いいたします。

82 疋田 浩康 ヒキダ ヒロヤス 埼玉県

83 富野 直人 トミノ ナオト 千葉県

84 上沼 正隆 カミヌマ マサタカ 千葉県 初大会顔のデカさを生かして会場中に俺の顔と筋肉を響かせます

85 上原 流星 ウエハラ リュウセイ 千葉県 この大会をスタートラインとして頑張ります。

86 赤平 基 アカヒラ モトキ 神奈川県

87 岩田 寛 イワタ ヒロシ 神奈川県 還暦を迎えた初心者ですけど頑張ります！

88 佐藤 雅樹 サトウ マサキ 東京都

89 中田 知之 ナカタ トモユキ 東京都 美味しいビールを飲むために頑張ります。

90 野地 泰正 ノジ ヤスマサ 千葉県

91 富山 英雄 トミヤマ ヒデオ 埼玉県 両親が元ボディービルのサラブレッドです！トレーニング歴半年でコンテスト初めてですが、自分なりの最高の仕上がりで大会に挑みます！

92 岩本 晋 イワモト ススム 神奈川県 初めての大会ですごく緊張しますが、自分なりに精一杯頑張りたいと思います。

93 栄門 成世 エイモン ナルセ 千葉県

94 田村 律 タムラ リツ 茨城県

95 柏原 悠輝 カシワバラ ユウキ 東京都 初めての大会出場で緊張してますが、ベストを尽くせるよう頑張ります。

96 高原 俊 タカハラ シュン 東京都

97 片庭 雄広 カタニワ ユウコウ 茨城県 自分を好きになるために頑張ります。

98 緒方 將成 オガタ マサシゲ 東京都

99 榊原 大史 サカキバラ ダイシ 静岡県 初めて大会です。新しい目標や道へのスタートとして全力で頑張ります！名前を覚えて頂くよう頑張ります！

100 薗部 優樹 ソノベ ユウキ 東京都 初めてのコンテストなので、不安でいっぱいですが精一杯頑張ります。

101 小畑 宏之 コバタ ヒロユキ 神奈川県 中高年の皆さんの健康維持やトレーニングのモチベーションアップに貢献出来るように頑張ります。

102 坂下 義雄 サカシタ ヨシオ 千葉県

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 野崎 健太 ノザキ ケンタ 神奈川県 このような大会を開催していただいたことに感謝してステージングを楽しみます。

104 後藤 樹杏 ゴトウ ジュアン 静岡県 中学高校と文化部でも本気になれば変われることを証明します！！

105 GURUNG KIRAN グルン キラン 東京都 勝てるよう頑張ります

106 無田 康生 ムタ コウキ 埼玉県 初の大会頑張ります。

107 栗原 望 クリハラ ノゾミ 東京都 筋トレ始めて丁度２年です。体重MAX100キロから頑張りました。

108 青木 太郎 アオキ タロウ 神奈川県 鍛え上げた肉体美でシステムエンジニアを小学生のなりたい職業ランキング2位にします！

109 池田 正昭 イケダ マサアキ 東京都 52歳のおじさんでもやれば出来るはず！やらずに後悔するより、チャレンジする気持ち大切に・・・初心者ですが、やる気MAXでいきますよ。

110 松下 将也 マツシタ マサヤ 神奈川県

111 小野 拓海 オノ タクミ 兵庫県 コンテストデビュー戦で憧れの大会の出場にわくわくしながならも自分の持てる最大の努力を発揮したいと思います。

112 齊藤 功大 サイトウ コウタ 千葉県

113 石坂 明政 イシサカ アキマサ 東京都

114 川崎 友昭 カワサキ トモアキ 神奈川県 目指せ上位入賞！応援よろしくお願いします！

115 若山 友樹 ワカヤマ ユウキ 東京都 初めての大会楽しみます。

116 李 子源 リ シゲン 千葉県 学部早稲田で卒業、現在東大在籍修士１年生です 勉強は得意ですが自分の生活全てのものではないです。大二に筋トレにはまって四年間やってきました。頭と体両方発達していきたいです。

117 福田 泰之 フクダ ヤスユキ 埼玉県 初めての大会ですが、精一杯頑張ります。

118 金 孝幸 コン タカユキ 神奈川県 優勝します

119 川崎 友大 カワサキ ユウタ 神奈川県 フィジーク大会初出場ですが頑張ります

120 豊田 一海 トヨタ カズミ 東京都
40歳を前に新たな挑戦をしたく参加することにしました！初めてのフィジークですが、いつもサポートして下さっているGGウェスト東京小笠原トレーナー、目標に向かって一緒にトレーニングに励

む友人達に、日々の成果を見てもらえる機会を楽しみたいです！

121 及川 諒 オイカワ リョウ 埼玉県 大会初挑戦です！

122 湯澤 洋治 ユザワ ヨウジ 東京都 初めての大会なので、トレーニングから減量まで自分なりに精一杯頑張りました。その成果を皆さんに見ていただけると幸いです！！

123 津森 一誠 ツモリ イッセイ 神奈川県

124 下條 康次 シモジョウ ヤスツグ 東京都

125 川北 勉 カワキタ ツトム 東京都 トレーニングの成果を実感したい。色々とアドバイスもらったトレーナーに恩返しがしたい。
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126 小畑 宏之 コバタ ヒロユキ 神奈川県 中高年の皆さんの健康維持やトレーニングのモチベーションアップに貢献出来るように頑張ります。

127 岩崎 幸首 イワサキ コウジ 群馬県

128 染谷 義彦 ソメヤ ヨシヒコ 千葉県

129 黒須 健二 クロス ケンジ 東京都

130 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ 東京都 この東京大会に勝って、ゴールドジムジャパンカップに出場します！

131 溝尾 元洋 ミゾオ モトヒロ 東京都

ゴールドジム銀座東京、銀座中央をメインにトレーニングをしております。パワーリフティングで愛媛国体、福井国体の59kg級東京都代表。現在、40歳以上の66kg級東京都記録保持者。パワーリフ

ターが本気でフィジークに挑戦してみた！でどうなるかわからないですが、大会を盛り上げて東京開催マッスルゲート代表としてゴールドジムジャパンカップの権利を獲得するために優勝しようと思

います。このような状況で大会を企画していただきありがとうございました。

132 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 神奈川県

133 吉田 秀一 ヨシダ シュウイチ 富山県 頑張ります

134 内谷 宏 ウチヤ ヒロシ 東京都

135 小関 貴之 コセキ タカユキ 東京都

136 下山 文裕 シモヤマ フミヒロ 千葉県

137 佐藤 範和 サトウ ノリカズ 東京都 今年最後の大会なので、悔いのないように頑張ります！！
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138 白石 進 シライシ ススム 埼玉県 出場カテゴリーに悩んだのでトリプルエントリーをしました。JAPAN CAPを出場を目指してTop3入りを狙います！

139 滝澤 博文 タキザワ ヒロフミ 埼玉県
自身の日ごろのトレーニング評価を自身では無く第三者からの目線でどのような評価をして頂けるのかが楽しみでもあり、歳に関係なく戦う事を楽しみにしていますが出場するからには勿論１位を獲

りに行きますので宜しくお願いいたします。

140 池田 昌弘 イケダ マサヒロ 埼玉県

新型コロナウイルスの影響でJBBF主催の大会が全て中止となり、今シーズンは諦めておりましたが、本大会の開催を知り運営スタッフの方々には深く感謝しております。また、厳しいガイドラインな

ど開催に至るまで多くの困難があったのではとお察しいたします。今シーズンは、本大会のみの出場となりますが、恥ずかしくないコンディションに仕上げてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

141 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 この機会に感謝しながら頑張ります。

142 臼倉 毅 ウスクラ タケシ 埼玉県

143 三和 達平 ミワ タツヘイ 東京都

144 中村 宗人 ナカムラ ムネト 神奈川県 過去最高の体にすべくトレーニングをしてきました、今大会でそれを出していきたいと思います。

145 小野 達生 オノ タツオ 東京都

146 八木 忠顯 ヤギ チュウケン 東京都 日頃のトレーニングの成果を発揮できるよう頑張りたいと思います。

147 村田 興平 ムラタ コウヘイ 東京都

148 宮下 潤 ミヤシタ ジュン 千葉県

149 佐藤 徹 サトウ トオル 東京都 自粛で体もまだまだですが、今年の大一番として挑戦したいと思います。

150 高山 健 タカヤマ ケン 神奈川県 今年最後の大会。思いっきり楽しみたいです。

151 屋代 貴久 ヤシロ タカヒサ 東京都 去年の自分を1mmでも超えたい
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152 坂下 義雄 サカシタ ヨシオ 千葉県

153 野崎 健太 ノザキ ケンタ 神奈川県 このような大会を開催していただいたことに感謝してステージングを楽しみます。

154 後藤 樹杏 ゴトウ ジュアン 静岡県 中学高校と文化部でも本気になれば変われることを証明します！！

155 GURUNG KIRAN グルン キラン 東京都 勝てるよう頑張ります

156 無田 康生 ムタ コウキ 埼玉県 初の大会頑張ります。

157 栗原 望 クリハラ ノゾミ 東京都 筋トレ始めて丁度２年です。体重MAX100キロから頑張りました。

158 青木 太郎 アオキ タロウ 神奈川県 鍛え上げた肉体美でシステムエンジニアを小学生のなりたい職業ランキング2位にします！

159 池田 正昭 イケダ マサアキ 東京都 52歳のおじさんでもやれば出来るはず！やらずに後悔するより、チャレンジする気持ち大切に・・・初心者ですが、やる気MAXでいきますよ。

160 松下 将也 マツシタ マサヤ 神奈川県

161 小野 拓海 オノ タクミ 兵庫県 コンテストデビュー戦で憧れの大会の出場にわくわくしながならも自分の持てる最大の努力を発揮したいと思います。

162 齊藤 功大 サイトウ コウタ 千葉県

163 染谷 義彦 ソメヤ ヨシヒコ 千葉県

164 黒須 健二 クロス ケンジ 東京都

165 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ 東京都 この東京大会に勝って、ゴールドジムジャパンカップに出場します！

166 大内山 誠悟 オオウチヤマ セイゴ 東京都 大会最軽量選手として挑みます！

167 柘植 亮佑 ツゲ リョウスケ 千葉県 頑張ります！

168 中山 大輔 ナカヤマ ダイスケ 神奈川県 今年最初で最後の大会。楽しみたい。

169 市川 滋基 イチカワ シゲキ 埼玉県 学生最後の年の挑戦です！全力でポーズをとっていきます！

170 王 ニン ワン ニン 東京都

171 石川 元基 イシカワ ゲンキ 神奈川県

172 志塚 龍之介 シヅカ リュウノスケ 埼玉県 パワーーー！！！！

173 岩田 力哉 イワタ リキヤ 東京都

174 崔 格図 サイ カクト 東京都

175 倉田 勇樹 クラタ ユウキ 神奈川県 日頃のトレーニングの成果を充分に発揮します！

176 田中 光昭 タナカ ミツテル 東京都 頑張ります！！！！

177 坂下 正樹 サカシタ マサキ 埼玉県

178 川上 朋哉 カワカミ トモヤ 千葉県

179 高橋 慶多 タカハシ ケイタ 東京都

180 鈴木 青 スズキ ジョウ 神奈川県 魂込めて、ポージングします。

181 小野田 力斗 オノダ リキト 東京都 20歳の誕生日なので、優勝します！初挑戦になりますが、精一杯頑張ります！

182 鈴木 舜也 スズキ シュンヤ 埼玉県 自分の身長は低いがそれを言い訳にしないぐらいの勢いと大きさを見せていきたいです。そして初めてですが友達と共に頑張りたいとおもいます。

183 Wang Jie ワン ジエ 東京都

184 神崎 聡史 カンザキ サトシ 東京都

185 島根 豊 シマネ ユタカ 埼玉県 鍛えるのに理由なんていらない！走るの大好き スポーツ大好き 筋トレ大好き 頑張ります！

186 千葉 竜弥 チバ タツヤ 東京都

187 木村 綱希 キムラ ツナキ 埼玉県 笑顔で頑張ります！

188 陣内 小徹 ジンナイ コテツ 東京都
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189 石坂 明政 イシサカ アキマサ 東京都

190 川崎 友昭 カワサキ トモアキ 神奈川県 目指せ上位入賞！応援よろしくお願いします！

191 伊藤 大観 イトウ タイカン 千葉県

192 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県

今年はJBBFのコンテストがすべて無くなってしまい自分の日々のトレーニングの成果を確認出来る場所が無くなってしまったと思っていたところで僕にとってトレーニングを始めてから今までずっと

お世話になっているこのゴールドジム様の主催するコンテストが開催されるという事を耳にして日本のジムの頂点だと思っているゴールドジム様が主催しているコンテストに挑戦する事で自分の今の

現状を知る事が出来る最高のチャンスだと思いエントリーさせて頂きました！もちろん出るからには優勝するつもりです！よろしくお願いします！

193 中野 雅也 ナカノ マサヤ 東京都 ホームジムで自粛中もコツコツとトレーニングしてきました！

194 荒舩 聡之 アラフネ サトシ 東京都 頑張ります！

195 小笠原 正吾 オガサワラ ショウゴ 東京都

196 及川 雅功 オイカワ マサノリ 神奈川県 存分に楽しみます

197 成田 一晃 ナリタ カツアキ 神奈川県 2月にアキレス腱を断裂、そして自粛、トレーニングができない日々が続きましたが、今はトレーニングができることに感謝し頑張ってます。

198 渡邉 駿 ワタナベ シュン 東京都 楽しみます！

199 芦澤 友太 アシザワ ユウタ 宮城県 過去最高のフィジークをステージに持って行きます！

200 森本 隼平 モリモト シュンペイ 東京都

201 家子 優希 イエコ ユウキ 岩手県

202 廣島 徹哉 ヒロシマ テツヤ 栃木県 栃木魂、魅せます。

203 橋田 正太 ハシダ ショウタ 神奈川県 THINK社員で渋谷店トレーナーです。店舗を盛り上げるため、自分の成長のため出場を希望いたします。

204 京角 省吾 キョウカク ショウゴ 埼玉県 自分の持ち味を活かして臨みます。

205 鈴木 都史 スズキ トシ 東京都

206 上田 昌平 ウエダ ショウヘイ 東京都

207 プラジョル ダンゴル プラジョル ダンゴル 千葉県

208 乾 祐介 イヌイ ユウスケ 東京都

209 谷崎 真二 タニザキ シンジ 東京都 過去最高の自分へ

210 金沢 宗徳 カナザワ ムネノリ 神奈川県 コンテスト初出場です。ゴールドジム の近くに住みたくて、引っ越しました。（湘南神奈川）

211 森田 純一郎 モリタ ジュンイチロウ 東京都

212 川村 有矢 カワムラ ユウヤ 栃木県 やったります！

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



213 林 慎之輔 ハヤシ シンノスケ 東京都

214 柳田 健輔 ヤナギタ ケンスケ 群馬県 がんばります

215 小西 健太 コニシ ケンタ 千葉県

216 柳楽 武志 ナギラ タケシ 愛知県

217 赤塚 功造 アカツカ コウゾウ 福島県

218 山野辺 祐司 ヤマノベ ユウジ 千葉県

219 高田 誉史 タカダ ノリフミ 栃木県

220 武田 大輔 タケダ ダイスケ 千葉県

221 林 賢一郎 ハヤシ ケンイチロウ 埼玉県 医療の現場と並行して、減量も頑張っていきます。どうぞ宜しくお願い致します。

222 岩崎 幸首 イワサキ コウジ 群馬県

223 塩山 隆介 シオヤマ リュウスケ 千葉県
初めて筋トレを始めたのは中学3年当時は85キロ体脂肪率30%超えのふくよかな体型でした。しかし筋トレに出会い、人生変わるきっかけを得られました。フィットネスが人の人生を幸せにしてくれ

る一つのきっかけだと思っております。

224 前田 哲弥 マエダ テツヤ 北海道
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225 小竹 弘宣 コタケ ヒロノリ 神奈川県

226 川崎 友大 カワサキ ユウタ 神奈川県 フィジーク大会初出場ですが頑張ります

227 滝澤 博文 タキザワ ヒロフミ 埼玉県
自身の日ごろのトレーニング評価を自身では無く第三者からの目線でどのような評価をして頂けるのかが楽しみでもあり、歳に関係なく戦う事を楽しみにしていますが出場するからには勿論１位を獲

りに行きますので宜しくお願いいたします。

228 中川 正登 ナカガワ マサト 東京都

229 北島 拓 キタジマ タク 東京都 同じチームの仲間と切磋琢磨し頑張ります！

230 小保方 翔大 オボカタ ショウタ 千葉県 初のコンテストで今の自分のレベルを知ると同時に、日本初開催のジャパンカップを目指して努力してきました。

231 佐藤 悠介 サトウ ユウスケ 東京都

232 鈴木 喬雅 スズキ タカマサ 千葉県 初のメンズフィジーク楽しみながらステージに立ちます。

233 谷崎 淳之 タニザキ アツユキ 千葉県 俺のメロンを見てください！

234 谷島 碧 ヤジマ アオト 東京都

235 仲本 大希 ナカモト ダイキ 東京都

236 北林 拓海 キタバヤシ タクミ 千葉県

237 細田 みらい ホソダ ミライ 神奈川県 優勝目指して頑張ります

238 飯田 祐介 イイダ ユウスケ 茨城県

239 藤谷 優晃 フジヤ ヒロアキ 東京都 優勝目指して頑張るぞぉー！

240 小林 祐太 コバヤシ ユウタ 東京都

241 小林 丈二 コバヤシ ジョウジ 東京都 優勝あるのみ！！！

242 外山 海斗 トヤマ カイト 東京都

243 笹木 泰斗 ササキ タイト 東京都 初めての大会ですが、一生懸命頑張ります！

244 篠田 和輝 シノダ カズキ 東京都

245 山田 一洋 ヤマダ カズヒロ 愛知県 初心者ですが頑張って絞りました

246 新保 良樹 ニイホ ヨシキ 東京都 今日まで積み重ねてきた事を全力で出し切ります！

247 川部 響生 カワベ ヒビキ 東京都

248 市村 匠 イチムラ タクミ 群馬県 ベストを尽くします！

249 桑田 哲平 クワタ テッペイ 神奈川県

250 寺本 幸平 テラモト コウヘイ 東京都 レッツパンプアップ
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251 薗部 優樹 ソノベ ユウキ 東京都 初めてのコンテストで不安ですが精一杯頑張ります。

252 若山 友樹 ワカヤマ ユウキ 東京都 初めての大会楽しみます。

253 李 子源 リ シゲン 千葉県 学部早稲田で卒業、現在東大在籍修士１年生です 勉強は得意ですが自分の生活全てのものではないです。大二に筋トレにはまって四年間やってきました。頭と体両方発達していきたいです。

254 福田 泰之 フクダ ヤスユキ 埼玉県 初めての大会ですが、精一杯頑張ります。

255 金 孝幸 コン タカユキ 神奈川県 優勝します

256 豊田 一海 トヨタ カズミ 東京都
40歳を前に新たな挑戦をしたく参加することにしました！初めてのフィジークですが、いつもサポートして下さっているGGウェスト東京小笠原トレーナー、目標に向かって一緒にトレーニングに励

む友人達に、日々の成果を見てもらえる機会を楽しみたいです！

257 及川 諒 オイカワ リョウ 埼玉県 大会初挑戦です！

258 湯澤 洋治 ユザワ ヨウジ 東京都 初めての大会なので、トレーニングから減量まで自分なりに精一杯頑張りました。その成果を皆さんに見ていただけると幸いです！！

259 津森 一誠 ツモリ イッセイ 神奈川県

260 池田 昌弘 イケダ マサヒロ 埼玉県

新型コロナウイルスの影響でJBBF主催の大会が全て中止となり、今シーズンは諦めておりましたが、本大会の開催を知り運営スタッフの方々には深く感謝しております。また、厳しいガイドラインな

ど開催に至るまで多くの困難があったのではとお察しいたします。今シーズンは、本大会のみの出場となりますが、恥ずかしくないコンディションに仕上げてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

261 後藤 僚介 ゴトウ リョウスケ 東京都 精一杯楽しみます！

262 庭野 大士 ニワノ タイシ 東京都

263 渡邉 勇人 ワタナベ ハヤト 神奈川県 初めてのコンテストですが3位以内を目指します！

264 早川 昌宏 ハヤカワ マサヒロ 東京都

265 池田 開人 イケダ カイト 東京都

266 関口 修平 セキグチ シュウヘイ 神奈川県

267 渡辺 健太 ワタナベ ケンタ 東京都 ２年ぶりの大会出場なので、前回よりはいい結果が残せるように頑張りたいです。

268 鈴木 直人 スズキ ナオト 千葉県 ゴールドジム幕張千葉ANNEX店トレーナースタッフ

269 権 虎世 コン ホセ 埼玉県

270 坂口 裕周 サカグチ ヒロチカ 埼玉県

271 大倉 一響 オオクラ イッコウ 茨城県

272 坂本 季生 サカモト トシキ 東京都 スポーツモデル日本チャンピオンから、今年はフィジークでチャンピオンになる！

273 早崎 賢太郎 ハヤサキ ケンタロウ 東京都

274 加倉井 颯人 カクライ ハヤト 千葉県 優勝します！

275 宮崎 雄太 ミヤザキ ユウタ 東京都 大会後の打ち上げは【焼き鳥どん】

276 宗野 広大 ムネノ コウダイ 神奈川県 ゴールドジムジャパンカップに出る為に頑張ります！

277 白石 龍太 シライシ リュウタ 東京都

【ボディフィットネス】

　■35歳未満 （2名）

NO 都道府県 コメント

278 片山 芽実 カタヤマ メイミ 東京都

279 吉松 優 ヨシマツ ユウ 東京都 初めての大会です。沢山の方に支えられて今日の日を迎えました。最高のパフォーマンスが出来るように頑張ります。

　■45歳未満 （4名）

NO 都道府県 コメント

280 松本 絵里子 マツモト エリコ 千葉県 ボディフィットネス、初挑戦です。減量間に合ってるといいなぁ。

281 倉持 めぐみ クラモチ メグミ 東京都 今年唯一の大会を楽しみたいと思います。

282 石井 さやか イシイ サヤカ 東京都 精神力で勝つ！！

283 鈴木 法子 スズキ ノリコ 神奈川県 今年一年この日のために身体を作ってきました。

　■55歳未満 （3名）

NO 都道府県 コメント

284 小峯 栄子 コミネ エイコ 神奈川県
50歳から始めた筋トレ、気がつけばライフワークになっていました。少しずつですが進化していることが楽しいです！今年は全てをこのステージにかけます。自分のできる最善を尽くして行けるとこ

ろまで挑戦します！

285 新沼 隆代 ニイヌマ タカヨ 東京都 経験のないことへのチャレンジで出場を決めました。思いきり楽しみたいです。

286 山口 祐子 ヤマグチ ユウコ 東京都 いつも応援してくれる方々の為にも精一杯頑張ります。

　■55歳以上 （3名）

NO 都道府県 コメント

287 小島 範子 コジマ ノリコ 神奈川県 頑張ります

288 吉田 邦子 ヨシダ クニコ 千葉県 20キロ減量した事と還暦記念に自分のスポーツ人生のまとめとして出場します。第二の人生を健康で幸せに生きて行くために、トレーニングは欠かせません。よろしくお願いします。

289 池守 典子 イケモリ ノリコ 東京都 自分自身の記念大会にしたいし、これまで指導してくれたトレーナーさんやスタッフの皆さんに恩返しをしたくて参加します。

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （5名）

NO 都道府県 コメント

290 岩田 寛 イワタ ヒロシ 神奈川県 還暦を迎えた初心者ですけど頑張ります！

291 後藤 僚介 ゴトウ リョウスケ 東京都 精一杯楽しみます！

292 日高 正昭 ヒダカ マサアキ 東京都 デビュー戦です。

293 間吾 司 マゴ ツカサ 東京都

294 山口 敬永 ヤマグチ ケイト 千葉県 初めてなので全力を尽くして頑張ります

　■168㎝以下級 （8名）

NO 都道府県 コメント

295 崔 格図 サイ カクト 東京都

296 佐藤 範和 サトウ ノリカズ 東京都 今年最後の大会なので、悔いのないように頑張ります！！

297 赤坂 順 アカサカ ジュン 神奈川県

298 阿部 秀紀 アベ ヒデノリ 千葉県 昨年ボディビルデビューの予定が仕事の都合であえなくキャンセルになってしまいモチベーションを失っておりましたが本大会を目指して気持ちを新たに挑戦します。

299 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都 上位目指して頑張りますー

300 本村 港 モトムラ ミナト 東京都
週に５回、1日2時間ジムで黙々とトレーニング。日々の食事管理。何のためにそんな生活を送っているのか。それは筋トレが大好きだからです。コンテストでは友人たちに僕の日々の頑張りを見て欲

しいです。

301 萱沼 雅彦 カヤヌマ マサヒコ 山梨県 老化に負けない凄さを背中で語りたい

302 中村 直行 ナカムラ ナオユキ 神奈川県 クラシック、魅せてやります

　■175㎝以下級 （16名）

NO 都道府県 コメント

303 桑田 哲平 クワタ テッペイ 神奈川県

304 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県

今年はJBBFのコンテストがすべて無くなってしまい自分の日々のトレーニングの成果を確認出来る場所が無くなってしまったと思っていたところで僕にとってトレーニングを始めてから今までずっと

お世話になっているこのゴールドジム様の主催するコンテストが開催されるという事を耳にして日本のジムの頂点だと思っているゴールドジム様が主催しているコンテストに挑戦する事で自分の今の

現状を知る事が出来る最高のチャンスだと思いエントリーさせて頂きました！もちろん出るからには優勝するつもりです！よろしくお願いします！

305 小西 健太 コニシ ケンタ 千葉県

306 白石 進 シライシ ススム 埼玉県 出場カテゴリーに悩んだのでトリプルエントリーをしました。JAPAN CAPを出場を目指してTop3入りを狙います！

307 稲田 直己 イナダ ナオキ 東京都

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



308 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ 東京都 この日の為に準備してきました。よろしくお願いします。

309 酒巻 秀之 サカマキ ヒデユキ 千葉県 入賞目指して頑張ります

310 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 東京オープンに出れなかった分も今日は精一杯ポーズ取りたいと思います。

311 小林 裕弥 コバヤシ ユウヤ 山梨県 コンテスト初挑戦です！3年前までカヌースプリントをやっており、マッチョに憧れてボディメイクを始めました！

312 田平 侑磨 タヒラ ユウマ 千葉県

313 岡宮 翔太 オカミヤ ショウタ 東京都

314 片山 智也 カタヤマ トモヤ 東京都

315 柳田 健輔 ヤナギタ ケンスケ 群馬県 がんばります

316 久保田 宏之 クボタ ヒロユキ 静岡県 がんばります！

317 笹木 泰斗 ササキ タイト 東京都 頑張ります！

318 森 勇樹 モリ ユウキ 東京都

　■175㎝超級 （5名）

NO 都道府県 コメント

319 庭野 大士 ニワノ タイシ 東京都 1

320 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 この機会に感謝しながら頑張ります。 1

321 江田 大和 エダ ヤマト 千葉県 ご指導いただいた方々に恥ずかしくないよう全力で出していきたいです。

322 高丸 慶 タカマル ケイ 東京都

323 吉良 佳憲 キラ ヨシノリ 千葉県

【ウーマンズフィジーク】 （6名）

NO 都道府県 コメント

324 林 智砂 ハヤシ チサ 東京都 年齢に逆らってどこまで筋肉をつけて頑張れるか挑戦中～がんばります！

325 喜多村 章子 キタムラ アキコ 愛知県 右も左も分からなかった去年からの成長を示したい！そして、名前を残したいです！

326 寒河江 優美子 サガエ ユミコユミコ 神奈川県 筋トレに目覚める、努力の筋肉の美しさ

327 小島 範子 コジマ ノリコ 神奈川県 頑張ります

328 才木 玲佳 サイキ レイカ 東京都 筋肉アイドルが女子フィジークに初挑戦！

329 内田 夏苗 ウチダ カナエ 東京都

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います。当日も思い存分楽しむ所存です。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 （20名）

NO 都道府県 コメント

330 喜久川 政吾 キクカワ ショウゴ 埼玉県

331 後藤 僚介 ゴトウ リョウスケ 東京都 精一杯楽しみます！

332 高橋 翔 タカハシ ショウ 神奈川県 初めて出場させていただく晴れ舞台に、魂を込めたポージングで挑みます！

333 高木 聡 タカギ サトル 東京都 自分を変える為挑戦します

334 阪口 泰史 サカグチ ヤスフミ 東京都 夢にまでミルクレープが出てきました！早く食べたいです！

335 山崎 一輝 ヤマサキ カズキ 岩手県 ボディコンテスト初出場です。この大会のために半年間減量して参りました。トレーニング歴は２年と短いですが精一杯頑張ります。

336 小山 勝 コヤマ マサル 千葉県
今年ボディビルデビューを予定していましたが、コロナの影響で幻となりました。今回マッスルゲ－トを企画していただき感謝しております。いろんな状況に苦しみましたが、精一杯自分と向き合

い、過去最高の自分に出会えたことに喜びを感じたいと思います！

337 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 神奈川県

338 森 壮真 モリ ソウマ 神奈川県

339 染谷 義彦 ソメヤ ヨシヒコ 千葉県

340 大森 新 オオモリ シン 茨城県 ラグビー、アイスホッケーで鍛えた肉体で頑張ります！

341 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ 東京都 新人枠で優勝！次に繋がる大会にする！

342 長島 龍太郎 ナガシマ リュウタロウ 大阪府

343 田村 湧仁 タムラ ユウジン 東京都 初めての大会で緊張してますが、どうかしっかりと自分の体を見てください！

344 飯吉 隼人 イイヨシ ハヤト 東京都 二十歳の誕生日なので良い結果を残せるよう頑張りたい。

345 富山 麗央 トミヤマ レオ 千葉県 不安しかありませんが頑張ります。

346 本村 港 モトムラ ミナト 東京都 ４月に沖縄から上京してきました。ゴールドジムに通い同じジムの仲間達に感化されボディビルに挑戦してみようと決意しました。良い成績を残したいです。

347 林 陸 ハヤシ リク 千葉県 初めての大会、全力を尽くしたい

348 鈴木 雅矢 スズギ マサヤ 埼玉県 いつも笑顔の鈴木です！とにかく楽しみます！

349 齋藤 一希 サイトウ カズキ 神奈川 じゃ、ジムいく？

　■ジュニア（23歳以下） （18名）

NO 都道府県 コメント

350 安喜 俊矢 アキ シュンヤ 千葉県 この大会中心の生活をしてきました

351 伊藤 大観 イトウ タイカン 千葉県

352 横江 輝龍 ヨコエ キリュウ 静岡県 応援してくださる方の為にも精一杯頑張ります。

353 穴見 一佐 アナミ カズサ 東京都 僕を応援するディールを結びましょう！

354 高橋 翔 タカハシ ショウ 神奈川県 初めて出場させていただく晴れ舞台に、魂を込めたポージングで挑みます！

355 坂本 陽斗 サカモト ハルト 愛知県

356 阪口 泰史 サカグチ ヤスフミ 東京都 夢にまでミルクレープが出てきました！早く食べたいです！

357 四方田 隼人 ヨモダ ハヤト 東京都

358 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル 東京都 鈴木雅さんに憧れた少年の高校生最後のボディビルです。みなさんよろしくお願いします

359 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 神奈川県

360 松林 雄武 マツバヤシ ヒロム 東京都

361 杉西 章 スギニシ アキラ 東京都 頑張ります。

362 川添 亮 カワゾエ リョウ 東京都 現役音大生がボディビルダーデビュー！！全力で頑張ります！！！

363 長島 龍太郎 ナガシマ リュウタロウ 大阪府

364 日高 正昭 ヒダカ マサアキ 東京都 デビュー戦です。

365 福家 豊史 フクヤ トヨフミ 東京都

366 福田 直輝 フクダ ナオキ 東京都 初めての大会参加なので楽しみです。頑張ります。

367 鈴木 雅矢 スズギ マサヤ 埼玉県 いつも笑顔の鈴木です！とにかく楽しみます！

　■マスターズ50歳以上 （17名）

NO 都道府県 コメント

368 今西 勝巳 イマニシ カツミ 神奈川県 57歳チャレンジ企画として、YouTubeに動画UPしてきた集大成で、この大会に出場します。

369 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ 東京都 おととしから去年にかけて約16kg減量して、1年以上体重を増やさずに維持しています。

370 田中 和也 タナカ カズヤ 東京都 キレと気迫で勝負します。

371 石村 重雄 イシムラ シゲオ 神奈川県 この機会に感謝しながら頑張ります。

372 岩上 哲也 イワカミ テツヤ 千葉県

コンテスト出場から９年の月日が経ち、このまま無し崩し的に引退してしまおうと思っていたのですが、トレーニングに興味を持ってくれた次男が、「コンテストに出てみたい」と言い出し、それに

後押しされる形で私も出場を決めました。息子は新人の部に出場します。私は息子が幼い時に離婚しているので、多くの時は過ごせませんでしたが、それを取り戻すかの様に、一緒に今日まで頑張っ

て来ました。誰もが苦しい状況の中、この様な機会を与えて下さったゴールドジムと関係者の皆様に感謝いたします。

373 林 勇宇 ハヤシ ユウウ 東京都 何もない２０２０年にしたくなかったので出場しました。「ボディビル イズ マイライフ！」です。

374 加藤 山治 カトウ サンジ 東京都 会社勤めは定年引退となったが、筋トレ、大会出場に引退はありません。あと何年できるかわかりませんが、生涯スポーツとして本大会出場を楽しんで頑張ります。

375 臼井 邦彦 ウスイ クニヒコ 東京都 頑張ります

376 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ 神奈川県 今年で50歳の節目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

377 土金 正巳 ツチカネ マサミ 東京都 今年の初試合、目一杯ステージを楽しみ、全力ポージングで最後までステージに立てるよう頑張ります！

378 白石 進 シライシ ススム 埼玉県 出場カテゴリーに悩んだのでトリプルエントリーをしました。JAPAN CAPを出場を目指してTop3入りを狙います！

379 伊田 誠隆 イダ セイリュウ 東京都 初めてのコンテスト出場になります！「筋肉の扉」を開くべく、ベストを尽くします。

380 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都
新型コロナウイルス感染拡大の影響でゴールドジムが2ヶ月間営業休止されましたが その休止前や今現在もゴールドジムスタッフの皆さまは新型コロナウイルスの感染にある意味晒されてる恐怖感が

あったと思っています 本当に頭が下がる思いですいま一度改めてゴールドジムでのジムマナーに気をつけてトレーニングを頑張ろうと思っています マッスルゲート東京大会 ベストを尽くします

381 赤坂 順 アカサカ ジュン 神奈川県

382 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。

383 遠藤 悟郎 エンドウ ゴロウ 神奈川県

384 柳 浩一 ヤナギ コウイチ 千葉県

　■65㎏以下級 （16名）

NO 都道府県 コメント

385 伊藤 嘉一郎 イトウ カイチロウ 東京都 減量も大会出場も初挑戦ですが、怖いもの知らずで頑張ります。

386 横江 輝龍 ヨコエ キリュウ 静岡県 応援してくださる方の為にも精一杯頑張ります。

387 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。

388 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

389 四方田 隼人 ヨモダ ハヤト 東京都

390 松林 雄武 マツバヤシ ヒロム 東京都

391 新井田 寛 ニイダ ヒロシ 千葉県

392 杉本 友和 スギモト トモカズ 静岡県 身長わずか150㎝でも闘える。応援してくれている皆さんのためにも挑戦します。

393 大内 隆宏 オオウチ タカヒロ 東京都

394 中村 拓美 ナカムラ タクミ 千葉県 ボディビルは初めての出場のため、少しでも印象に残れるよう努力します。

395 中野 雅貴 ナカノ マサキ 岩手県 岩手県で薬剤師やってます！日本一マッチョな薬剤師になれるよう今日はがんばります！！

396 槌谷 尚之 ツチヤ ナオユキ 東京都 全力を尽くして頑張ります

397 田原 清光 タハラ キヨミツ 東京都
新型コロナウイルス感染拡大の影響でゴールドジムが2ヶ月間営業休止されましたが その休止前や今現在もゴールドジムスタッフの皆さまは新型コロナウイルスの感染にある意味晒されてる恐怖感が

あったと思っています 本当に頭が下がる思いですいま一度改めてゴールドジムでのジムマナーに気をつけてトレーニングを頑張ろうと思っています マッスルゲート東京大会 ベストを尽くします

398 田中 和也 タナカ カズヤ 東京都 キレと気迫で勝負します

399 内山 章 ウチヤマ アキラ 東京都 誰よりもハードに仕上げる！

400 林 陸 ハヤシ リク 千葉県 初めての大会、全力を尽くしたい

　■75㎏以下級 （27名）

NO 都道府県 コメント

401 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ 東京都 おととしから去年にかけて約16kg減量して、1年以上体重を増やさずに維持しています。

402 岩崎 哲也 イワサキ テツヤ 千葉県 このようなご時世ではありますが、ステージングができることに感謝しております。ステージにあがれば主役は自分。熱気と勢いで会場全体を飲み込みます。宜しくお願いします。

403 竹内 規泰 タケウチ ノリヒロ 東京都 この日の為に準備してきました。よろしくお願いします。

404 小林 裕弥 コバヤシ ユウヤ 山梨県 コンテスト初挑戦です！3年前までカヌースプリントをやっており、マッチョに憧れてボディメイクを始めました！

405 渡辺 寛己 ワタナベ ヒロキ 埼玉県 でるぞジャパンカップ

406 東田 義弘 アズマダ ヨシヒロ 神奈川県 今年で50歳の節目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

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



407 持田 教利 モチダ カズノリ 神奈川県

今年はJBBFのコンテストがすべて無くなってしまい自分の日々のトレーニングの成果を確認出来る場所が無くなってしまったと思っていたところで僕にとってトレーニングを始めてから今までずっと

お世話になっているこのゴールドジム様の主催するコンテストが開催されるという事を耳にして日本のジムの頂点だと思っているゴールドジム様が主催しているコンテストに挑戦する事で自分の今の

現状を知る事が出来る最高のチャンスだと思いエントリーさせて頂きました！もちろん出るからには優勝するつもりです！よろしくお願いします！

408 馬上 大志 バジョウ ダイシ 東京都 今年元旦に万で「大願成就」のお祓いをしてもらったので、成就出来るように頑張ります。

409 阿部 秀紀 アベ ヒデノリ 千葉県 昨年ボディビルデビューの予定が仕事の都合であえなくキャンセルになってしまいモチベーションを失っておりましたが本大会を目指して気持ちを新たに挑戦します。

410 浅野 和也 アサノ カズヤ 東京都 昨年初めてボディビルをはじめてから、今年で2年目となります。昨年の自分を超えられるよう、頑張ります。

411 高木 聡 タカギ サトル 東京都 自分に負けない

412 久岐 志衣磨 クキ シイマ 千葉県 初コンテスト頑張ります！

413 秋山 宗太郎 アキヤマ ソウタロウ 東京都 上位目指して頑張りますー

414 若林 広大 ワカバヤシ コウダイ 東京都 上目指して☆ＦＬＹ☆HIGH☆

415 酒井 翼 サカイ ツバサ 神奈川県 東京オープンに出れなかった分も今日は精一杯ポーズ取りたいと思います。

416 中原 泰人 ナカハラ ヤスヒト 神奈川県 日々トレーニングが出来ること。大会に出場出来ることに感謝して、全力でポージングをしたいです。

417 酒巻 秀之 サカマキ ヒデユキ 千葉県 入賞目指して頑張ります

418 足立 吉広 アダチ ヨシヒロ 東京都 優勝できるように全力で頑張ります

419 土金 正巳 ツチカネ マサミ 東京都 今年の初試合、目一杯ステージを楽しみ、全力ポージングで最後までステージに立てるよう頑張ります！

420 長島 龍太郎 ナガシマ リュウタロウ 大阪府

421 見城 理 ケンジョウ オサム 神奈川県

422 稲田 直己 イナダ ナオキ 東京都

423 山田 英哲 ヤマダ ヒデノリ 千葉県

424 福嶺 来瑠 フクミネ ライル 東京都

425 田平 侑磨 タヒラ ユウマ 千葉県

426 岡宮 翔太 オカミヤ ショウタ 東京都

427 花島 淳 ハナシマ アツシ 千葉県

　■75㎏超級 （2名）

NO 都道府県 コメント

428 寺山 諒 テラヤマ リョウ 東京都 全力で楽しみます！

429 相澤 飛鳥 アイザワ アスカ 神奈川県 筋肉がでかすぎて固定資産税かかりそうだな！
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