
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

1 菊池 真紀 キクチ マキ 初めての大会ですが気合い入れて頑張ります！

2 池田 しのぶ イケダ シノブ

3 峠坂 しお梨 トウゲサカ シオリ

4 朝尾 歩未 アサオ アユミ トレーニングが大好きです！自分史上最高のボディを作り魅せられるよう全力で頑張っています。よろしくお願致します。

5 北野谷 憲子 キタノヤ ノリコ

6 千田 美樹 センダ ミキ とにかく楽しみたいです

　■163㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

7 藤村 千紗 フジムラ チサ 初めての大会出場なので一生懸命頑張ります!

8 釜浦 萌 カマウラ モエ

9 高木 美緒 タカギ ミオ ゴールドジムには4月に入会したばかりですが、永吉トレーナーのおかげで短期間で身体を変えることができました！初めての大会頑張ります！

10 井上 晴世 イノウエ ハルヨ
明るく元気で健康的な毎日を過ごしたく日々トレーニングを楽しんでます。怪我や病気で悩まされた時もありましたが チャレンジしてみたい事

だったので今回応募致しました。

11 白川 由美 シラカワ ユミ

トレーニングのモチベーションアップに参加させて頂くことにしました！昔からガリガリの痩せで 筋肉が付きにくい体質 でした。去年の緊急事

態宣言から 健康第一と食べてトレーニングの生活を初め 楽しみながら 健康的な身体になりました！この大会で皆さんから刺激を受けて、さら

に勉強 進化して行きたいと思います！どうぞ宜しくお願いいたします！

　■163㎝超級 （4名）

NO 選手からのコメント

12 西本 雪乃 ニシモト ユキノ

若い頃から長年体にコンプレックスがありましたが、ジムでトレーニングを始めてから自分の体が好きになり、少しずつ自分に自信を持てるよ

うになりました。私はシングルマザーで仕事は保育士をしています。毎日新しいことに目をキラキラさせている子どもたちとおなじように、私

もいくつになっても新しいことに挑戦できる大人でいたいと思い、トレーニング雑誌の読者モデルをしたり、今回も初めてこの大会に出場しよ

うと思いました！また、私がステージに立つことで、努力が形になることや自分を好きでいることの大切さを私の子どもたちにも知って欲しい

と思っています!当日ステージに出ること、たくさんの方にお出会いできることを楽しみにしています!よろしくお願いします(^-^)

13 石巻 綾乃 イシマキ アヤノ

14 木村 亜美 キムラ アミ トレーニングが好き！その一点で出場を決めました。よろしくお願いいたします。

15 西原 啓子 ニシバラ ケイコ 立ち止まりながらも一歩一歩、今日はどんな景色が見えるのか、楽しみです。

　■学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

16 常 心睿 ジョウ シンエイ 明治大学の大学生です。woman’s shape vol22掲載の読者モデルです。頑張ります！

　■35歳以下の部 （1名）

NO 選手からのコメント

17 西本 雪乃 ニシモト ユキノ 初めてのコンテスト出場です!163cm超級同様、頑張りたいと思います(^-^)

　■50歳以下の部 （6名）

NO 選手からのコメント

18 嶋原 三智 シマバラ ミチ 教わったことを出し切れるように頑張ります

20 加藤 実佐子 カトウ ミサコ
大会出場は、最高のアンチエイジング！ そして、トレーニングのモチベーションアップ、バロメーターです！大会の開催、および、大会に出場

させていただけることに、心から感謝します。

21 木村 亜美 キムラ アミ トレーニングが好き！この1点で出場を決めました。よろしくお願いいたします。

22 中田 かんな ナカダ カンナ

23 小松 真梨子 コマツ マリコ このような本番を迎えれる事に感謝して大切にいきたいと思います。

　■65歳以下の部 （3名）

NO 選手からのコメント

24 荒井 真由美 アライ マユミ 48歳からトレーニングを始めて5年、歳をとってもカッコ良い体でいたいと思いトレーニングを続けています。今日は楽しみたいと思ってます。

25 鵜殿 和子 ウドノ カズコ
きっと勝ちます、勝ってみせます。グループレッスンでトレーニングをした成果を試してみたい。この年齢になって、自分の身体に自信を持て

るようになった。大会初出場。

26 千田 美樹 センダ ミキ

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

27 山部 映美 ヤマベ エミ 大会楽しみます。

28 下崎 紗菜 シモザキ サナ 初めてのビキニフィットネスで不安もありますが、自分らしく頑張ります。

29 藤井 悠里 フジイ ユリ 宜しくお願いします！

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

30 李 鴻恩 リ コウオン

　■35歳未満163㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

31 下浦 サラ シモウラ サラ

　■35歳以上160㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

32 ヴィヴィエ 智子 ヴィヴィエ トモコ 今回は初挑戦。自分磨きのためにこれからも頑張っていきたいです。

33 永井 愛 ナガイ アイ 初出場ですが楽しみたいです！

　■35歳以上160㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント
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34 宇野 和子 ウノ カズコ
始めて2019年川崎でのマッスルゲートに出場させて頂き、昨年の2020年そして今年もジムの皆さんの応援も有り出場させて頂きたいと思いま

す。良い成績が残せるよう頑張りたいと思います。宜しくお願いします。

35 加藤 実佐子 カトウ ミサコ
大会出場は、最高のアンチエイジング！ そして、トレーニングのモチベーションアップ、バロメーターです！大会の開催、および、大会に出場

させていただけることに、心から感謝します。

36 小松 真梨子 コマツ マリコ このような本番を迎えれる事に感謝して大切にいきたいと思います。

【ボディフィットネス】 （3名）

NO 選手からのコメント

37 藤原 のどか フジワラ ノドカ

38 永井 愛 ナガイ アイ 初めてですががんばります！！

39 山部 映美 ヤマベ エミ 大会楽しみます。

【女子フィジーク】 （3名）

NO 選手からのコメント

40 今川 恵美 イマガワ エミ

41 畑田 麻美 ハタダ アサミ この日の姿を一番見せたい人、それは私の母です。日々トレーニングが出来ることに感謝をし、一生懸命に、ステージを楽しみます。

42 衣笠 朋 キヌガサ トモ

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

43 村上 恵造 ムラカミ ケイゾウ はじめで緊張します

44 中嶋 里駆 ナカジマ リク 初出場なので楽しみます。

　■172㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

45 玉井 千裕玉井 タマイ チヒロ 勝ちます。

46 中山 章紀 ナカヤマ アキノリ

人生初めての大会です。マッスルゲートの為に1年間トレーニング、食事面を徹底してきました。初減量で減量方法右左わかりませんでしたが食

事の面は妻に協力してくれて本当に感謝しています。本大会で全てを出し切って妻、5歳の娘に恩返ししたいです。入賞してメダルを妻、娘の首

にかけるのが私の最大の目標です。初舞台では緊張するかも知れませんが全て出し切ります！よろしくお願いします！頑張ります。

47 國府 広輝 コクブ ヒロキ 前回のマッスルゲートで競技の世界に初参加。悔しい思いをしたので今回は納得行くカタチで出場したいと思い応募させて頂きました。

48 飯田 徹 イイダ トオル 応援に来てくれた方ありがとうございます！ご安全に！

　■176㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

49 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ ダイエット目的の軽い気持で始めた運動ですが、40代になり大会に出場する事になるとは、思ってもいませんでした。

　■176㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

50 竹井 慧 タケイ ケイ 読売テレビ 朝生ワイド「すまたん」リポーターのタケイケイです！合言葉は「爽やか!笑顔!朝マッチョ!」皆様よろしくお願いいたします！

【メンズフィジーク】

　■新人の部172㎝以下級 （42名）

NO 選手からのコメント

51 加藤 政博 カトウ マサヒロ 初めてのフィジーク大会でどこまで食い込めるかわかりませんが全力でぶつかって行きます！

52 竹内 聡 タケウチ サトシ 初めての大会ですが楽しんで優勝目指します！

53 吉元 康士朗 ヨシモト コウシロウ 頑張ります

54 北村 智明 キタムラ トモアキ

55 深山 慎也 ミヤマ シンヤ 初の大会出場となります。謙虚な気持ちを持って戦いたいと思います。よろしくお願いします。

56 田中 祐一 タナカ ユウイチ フィジーク初出場です。入賞目指して頑張ります。

57 大西 陵 オオニシ リョウ

58 増川 秀雄 マスカワ ヒデオ

59 石崎 琢也 イシザキ タクヤ 自分の実力を知るために大会へエントリーしました。今の実力を存分に発揮し、良い結果を残せるよう頑張ります。

60 奥村 優人 オクムラ ユウト
憧れであったコンテストという舞台、今大会が初出場ですが、地道に取り組んできた成果を皆さまに見ていただき、ここが新しい道を切り開く

起点にしたいです！

61 芝井 博斗 シバイ ヒロト

62 中嶋 里駆 ナカジマ リク 初出場なので楽しみます。

63 岡本 健吾 オカモト ケンゴ 緊張しております。楽しみたいです！

64 久保 優茉 クボ ユウマ はじめてのコンテスト学びます

65 小竹 諒 オダケ リョウ がんばります

66 赤松 翼 アカマツ ツバサ 初出場初優勝狙います！

67 カプリチョ クリスチャン カプリチョ クリスチャン 耳が聞こえないなんて関係ない！俺はテッペンを取るんだ！！！

68 玉井 千裕 タマイ チヒロ 勝ちます。

69 坂本 淳 サカモト ジュン

70 中田 大也 ナカタ ヒロヤ

71 山田 良太 ヤマダ リョウタ

72 美甘 航汰 ミカモ コウタ はじめての大会なので、精一杯頑張ります！

73 久保田 凌 クボタ リョウ ボディコンテスト初参加です。理学療法士です。人の身体をより良くするために、まずは自分の体を良くします。よろしくお願いします。

74 曽我 遼太 ソガ リョウタ 大会初参加ですが精一杯頑張ります！

75 大島 侑己 オオシマ ユウキ 初めてのコンテスト、ベストを尽くします！

76 吉住 真人 ヨシズミ マサト

77 大道 和起 ダイドウ カズキ 初フィジーク大会頑張ります！

78 伊藤 大地 イトウ ダイチ 初めての大会で緊張していますが自分の全力を出して納得できる結果で終われ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

氏名 カタカナ



79 加賀爪 壱吹 カガツメ イブキ 出るからには頑張るぞ

80 田中 敬祐 タナカ ケイスケ クラシックフィジーク、フィジーク共に初挑戦になります。全力で楽しみます。よろしくお願いします。

81 苅森 瑞希 カリモリ ミズキ シンパパが本気で頑張ります！！

82 木村 慎一郎 キムラ シンイチロウ 男なら出場に憧れを抱くもの、挑戦してみたいと思い今回減量して参加させてもらいました！

83 鍋島 浩紀 ナベシマ ヒロキ

84 藤井 一生 フジイ イッセイ トレーニングで日本を前向きに元気にしたい！

85 田中 純 タナカ ジュン とにかく全力で挑みます。

86 久保 ゆたか クボ ユタカ

87 安本 幸仁 ヤスモト ユキヒト

88 鈴木 卓也 スズキ タクヤ

89 青木 裕輔 アオキ ユウスケ 初めてのコンテストですが悔いのないよう頑張ります！よろしくお願いします！

90 西浦 宏和 ニシウラ ヒロカズ

左足靭帯断裂から８０kg近くの肥満体型となり、２年半前リハビリがてら始めた筋トレ。そして１年前に左膝半月板水平断裂。大好きだったス

クワットが出来ず、職場も異動となり思うようにトレーニングが出来ず、何度も挫折しましたが、自分に負けたくない一心でエントリーしまし

た。大会は思う存分楽しみます。

91 高見 美輝 タカミ ヨシキ

92 木村 憲正 キムラ ノリマサ 全力で楽しみたいと思います。

　■新人の部172㎝超級 （39名）

NO 選手からのコメント

93 黒田 庸修 クロダ ツネノブ 50歳記念にと思い1年間頑張って来た成果を出したいですね

94 山下 敦央 ヤマシタ アツオ

95 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ ダイエット目的の軽い気持で始めた運動ですが、40代になり大会に出場する事になるとは、思ってもいませんでした。

96 長居 真平 ナガイ シンペイ

97 関野 勝仁 セキノ カツヒト トレーニングの成果をお見せ出来る様に精一杯頑張ります^ ^

98 佐々木 博康 ササキ ヒロヤス

今回マッスルゲートへのエントリーが初めてです。トレーニング歴は役5年でまだまだ浅いですが、この大会に出ることで自分自身をもっと成長

させたいと思います。もちろん目指すは優勝です。今の全力を出し切ります。来年の1月に第一子が産まれるので、妻のお腹の中の子供に父の

カッコイイところを見せたいです。どうぞよろしくお願いします。（会社の同僚とでます。彼はボディビルですが。）

99 原 彩生 ハラ アヤオ

100 田中 宏輔 タナカ コウスケ

101 林 隆一 ハヤシ リュウイチ

102 酒井 瑞生 サカイ ミズキ
私は何か自分の人生を大きく変えようと、2年前に筋トレを始めました。そして、同じジムに友達がいて、昨年素晴らしい成績をおさめられ、私

もマッスルゲートに出たい、1年前から準備をし、エントリーしました。全力を尽くします。

103 島田 省吾 シマダ ショウゴ

104 田中 良樹 タナカ ヨシキ

105 赤水 瑞稀 アカミズ ミズキ 初大会、全力を尽くします。

106 米田 健一 コメダ ケンイチ

107 高下 真裕 タカシタ マヒロ

108 湯浅 徹哉 ユアサ テツヤ

109 山川 一城 ヤマカワ カズキ 初のマッスルゲート出場です。全身全霊で挑みます！

110 仲野 和樹 ナカノ カズキ ウェストからの広がりを見てください！

111 中澤 駿文 ナカザワ シュンヤ

112 土谷 祐貴 ツチヤ ユウキ 人生初のコンテスト出場です。日頃の成果を発揮できるよう頑張ります。

113 正田 聡一 マサダ ソウイチ 人生初めてのフィットネス大会出場です。頑張ります。

114 今村 浩基 イマムラ ヒロキ 大会は初めてですがここまで頑張ってきたので応援よろしくお願いします！

115 大東 賢后 オオヒガシ ケンゴ

116 山下 隆也 ヤマシタ タカヤ 初めての大会頑張って行きたいです

117 岡田 直也 オカダ ナオヤ 初の大会です！！まずは入賞します！

118 白間 良介 シラマ リョウスケ 青春フルパワーで頑張ります

119 吉野 宏一 ヨシノ コウイチ 昨日が誕生日でした。初めての大会に参加でき、嬉しく思います。今後も参加し続けますので、皆さん宜しくお願い致します。

120 緒方 優 オガタ ユウ ボティメイクをもっと好きになりたくて参加しました。

121 那須 義一 ナス ヨシカズ 勝ちます！！

122 藤本 裕資 フジモト ユウスケ

123 八里 恭輔 ヤサト キョウスケ 初参加です。職場の先輩に指導を受け、20kg減量して挑みます。

124 篠田 昌伸 シノダ マサノブ コンテスト初出場に向けて、半年間仕上げてきました。トレーニングの成果を発揮すべく挑みます。

125 直木 翼 ナオキ ツバサ 若さを生かして頑張ります。

126 藤原 裕己 フジワラ ヒロミ 入賞目指してがんばります！

127 真下 大和 マシモ ヤマト 初めてですが頑張ります。

128 狩野 裕亮 カノ ユウスケ がんばります！

129 大原 良太 オオハラ リョウタ 初めての大会後悔しないよう全力で頑張ります。

130 角江 燿 スミエ ヒカル

131 森本 一平 モリモト カズヒラ 今回が初めての大会なので、悔いのないように全力で頑張ります！！

　■大学生の部 （8名）

NO 選手からのコメント

132 岡本 健吾 オカモト ケンゴ 緊張しております。楽しみたいです！

133 美甘 航汰 ミカモ コウタ はじめての大会なので、精一杯頑張ります！

134 林 隆一 ハヤシ リュウイチ

135 赤水 瑞稀 アカミズ ミズキ 初大会、全力を尽くします。

136 吉岡 竜太郎 ヨシオカ リュウタロウ 学生生活を捧げた筋トレで、学生生活一番の思い出を作りにきました！

137 角江 燿 スミエ ヒカル

138 森本 一平 モリモト カズヒラ 今回が初めての大会なので、悔いのないように全力で頑張ります！！

139 長浦 広樹 ナガウラ ヒロキ 楽しみます！

　■マスターズ172㎝以下級 （8名）

NO 選手からのコメント氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



140 北小路 充彦 キタコウジ ミツヒコ 初出場です。頑張ります！

141 大原 弘敬 オオハラ ヒロタカ ゴールドジムジャパンカップに出場できるよう頑張ります。

142 辻 栄治 ツジ エイジ 昨年の自分を越えたいと思います！

143 眞鍋 直也 マナベ ナオヤ 40歳を超えてからトレーニングを始めました。去年はコロナの影響で出れなくて、今年が大会初出場です！

144 中山 章紀 ナカヤマ アキノリ

人生初めての大会です。マッスルゲートの為に1年間トレーニング、食事面を徹底してきました。初減量で減量方法右左わかりませんでしたが食

事の面は妻に協力してくれて本当に感謝しています。本大会で全てを出し切って妻、5歳の娘に恩返ししたいです。入賞してメダルを妻、娘の首

にかけるのが私の最大の目標です。初舞台では緊張するかも知れませんが全て出し切ります！よろしくお願いします！頑張ります。

145 國府 広輝 コクブ ヒロキ 前回のマッスルゲートで競技の世界に初参加。悔しい思いをしたので今回は納得行くカタチで出場したいと思い応募させて頂きました。

146 加藤 政博 カトウ マサヒロ 初めてのフィジーク大会でどこまで食い込めるかわかりませんが全力でぶつかって行きます！

147 大木 慎吾 オオキ シンゴ 初関西、頑張りますー(´_ゝ`)

　■マスターズ172㎝超級 （10名）

NO 選手からのコメント

148 篠田 昌伸 シノダ マサノブ 本コンテスト出場はチャレンジングでした。年齢は数字に過ぎません。本日、競技者としての第一歩を踏み出します。

149 羅 陽 ラ ヨウ

150 泉 智博 イズミ トモヒロ 頑張ります！

151 黒田 庸修 クロダ ツネノブ 50歳記念にと思い1年間頑張って来た成果を出したいですね

152 山下 敦央 ヤマシタ アツオ

153 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ ダイエット目的の軽い気持で始めた運動ですが、40代になり大会に出場する事になるとは、思ってもいませんでした。

154 三宅 正高 ミヤケ マサタカ 昨年、神戸大会マスターズフィジークで、５位だったので、３位以内になりたい。

155 金元 悠司 カナモト ユウジ ベストを尽くします。

156 漆島 隆喜 ウルシマ リュウキ 頑張ります！

157 赤木 康人 アカキ ヤスヒト 41歳になりましたが、年齢は数字でしかない事を証明するためにコンテストにエントリーしました。宜しくお願いします。

　■168㎝以下級 （19名）

NO 選手からのコメント

158 芝原 悠平 シバハラ ユウヘイ 去年の悔しさを晴らします。

159 田中 祐一 タナカ ユウイチ フィジーク初参戦。入賞目指して頑張ります。

160 苅森 瑞希 カリモリ ミズキ 娘2人いるシンパパです頑張りますよろしくお願いします

161 佐伯 翼 サエキ ツバサ

162 笠谷 拓也 カサタニ タクヤ

163 宗行 慶哉 ムネユキ ヨシヤ

164 梅原 悠輝 ウメハラ ユウキ

165 竹内 聡 タケウチ サトシ 初めての大会ですが楽しんで優勝目指します！

166 吉元 康士朗 ヨシモト コウシロウ 頑張ります

167 北村 智明 キタムラ トモアキ

168 深山 慎也 ミヤマ シンヤ 初の大会出場となります。謙虚な気持ちを持って戦いたいと思います。よろしくお願いします。

170 大西 陵 オオニシ リョウ

171 増川 秀雄 マスカワ ヒデオ

172 石崎 琢也 イシザキ タクヤ 自分の実力を知るために大会へエントリーしました。今の実力を存分に発揮し、良い結果を残せるよう頑張ります。

173 奥村 優人 オクムラ ユウト
憧れであったコンテストという舞台、今大会が初出場ですが、地道に取り組んできた成果を皆さまに見ていただき、ここが新しい道を切り開く

起点にしたいです！

174 芝井 博斗 シバイ ヒロト

175 中嶋 里駆 ナカジマ リク 初出場なので楽しみます。

176 岡本 健吾 オカモト ケンゴ 緊張しております。楽しみたいです！

　■172㎝以下級 （25名）

NO 選手からのコメント

177 安久 友規 アグ ユウキ とにかく頑張ります！

178 久代 章博 クシロ アキヒロ コロナ禍の中開催にあたり尽力されるスタッフの皆様に感謝します！

179 広野 拓 ヒロノ タク

180 上田 颯太 ウエダ ソウタ

181 兼子 拓也 カネコ タクヤ 楽しみたいです。

182 廣村 嘉紀 ヒロムラ ヨシキ

183 柳本 敏行 ヤナギモト トシユキ 頑張るぞぉー、えいえいおぉぉー

184 紫原 拓真 シハラ タクマ

185 田中 寛之 タナカ ヒロユキ 一般の部で結果を残せるよう全力で挑みます！

186 山崎 正彦 ヤマサキ マサヒコ ハンデがあろうとも理想の身体に近付けるホームトレーニー

187 三村 侑正 ミムラ ユウセイ 最高の1日したいです！

188 山城 健人 ヤマシロ ケント 初出場楽しみます！

189 岩崎 大祐 イワサキ ダイスケ 頑張ります

190 和所 健 ワショ タケシ

191 濱田 真之介 ハマダ シンノスケ 今日の為に精一杯やってきました！全力で出し切ります！

192 大木 慎吾 オオキ シンゴ 初関西、頑張りますー(´_ゝ`)

193 久保 優茉 クボ ユウマ はじめてのコンテスト学びます

194 小竹 諒 オダケ リョウ がんばります

195 赤松 翼 アカマツ ツバサ 初出場初優勝狙います！

196 カプリチョ クリスチャン カプリチョ クリスチャン 耳が聞こえないなんて関係ない！俺はテッペンを取るんだ！！！

197 玉井 千裕 タマイ チヒロ 勝ちます。

198 坂本 淳 サカモト ジュン

199 中田 大也 ナカタ ヒロヤ

200 山田 良太 ヤマダ リョウタ

201 美甘 航汰 ミカモ コウタ はじめての大会なので、精一杯頑張ります！

　■176㎝以下級 （17名）

NO 選手からのコメント

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



202 大東 遼平 オオヒガシ リョウヘイ

203 安藤 広大 アンドウ コウダイ 子どもたちにメタルゴリラと呼ばれている先生。今日はスーパーメタルゴリラだ！

204 池田 大海 イケダ ヒロウミ

205 島崎 光平 シマザキ コウヘイ コンテストに出て、自分の成長を感じたい

206 藤本 裕資 フジモト ユウスケ

207 藤井 裕作 フジイ ユウサク 今年7月に人生初のコンテストとして第一回奈良県メンズフィジークオープン大会に出ました！2回目となる今回は爪痕を残したいです！！

208 北田 宗一郎 キタダ ソウイチロウ 頑張ります！

209 堀川 滉平 ホリカワ コウヘイ

210 砂川 優輝 スナガワ ユウキ 楽しみたいと思います

211 三宅 正高 ミヤケ マサタカ 昨年、神戸大会マスターズフィジークで、５位だったので、３位以内になりたい。

212 金元 悠司 カナモト ユウジ ベストを尽くします。

213 長居 真平 ナガイ シンペイ

214 関野 勝仁 セキノ カツヒト トレーニングの成果をお見せ出来る様に精一杯頑張ります^ ^

215 佐々木 博康 ササキ ヒロヤス

今回マッスルゲートへのエントリーが初めてです。トレーニング歴は役5年でまだまだ浅いですが、この大会に出ることで自分自身をもっと成長

させたいと思います。もちろん目指すは優勝です。今の全力を出し切ります。来年の1月に第一子が産まれるので、妻のお腹の中の子供に父の

カッコイイところを見せたいです。どうぞよろしくお願いします。（会社の同僚とでます。彼はボディビルですが。）

216 原 彩生 ハラ アヤオ

217 田中 宏輔 タナカ コウスケ

218 林 隆一 ハヤシ リュウイチ

　■176㎝超級 （16名）

NO 選手からのコメント

219 森寺 大貴 モリテラ ダイキ 優勝以外勝たん

220 數田 裕二 カズタ ユウジ 立ってるだけでカッコいい！これこそフィジークやと思ってます。大会で1番カッコいい身体を見せつけます。

221 磯引 寛大 イソビキ カンダイ 尊敬する師匠と同じボディビルでステージ立てるよう今後はバルクに努めます！

222 谷 建吾 タニ ケンゴ

223 山部 元樹 ヤマベ モトキ 高重量低レップでBIG3中心にトレーニングしております。よろしくお願いします。

224 金岡 亮介 カナオカ リョウスケ

225 青木 真一 アオキ シンイチ 優勝目指して頑張ります！

226 生田 俊宏 イクタ トシヒロ 緊張しますが、思い切って頑張ります！

227 益山 大智 マスヤマ ダイチ 優勝目指します！よろしくお願いします！

228 漆島 隆喜 ウルシマ リュウキ 頑張ります！

229 赤木 康人 アカキ ヤスヒト 41歳になりましたが、年齢は数字でしかない事を証明するためにコンテストにエントリーしました。宜しくお願いします。

230 酒井 瑞生 サカイ ミズキ
私は何か自分の人生を大きく変えようと、2年前に筋トレを始めました。そして、同じジムに友達がいて、昨年素晴らしい成績をおさめられ、私

もマッスルゲートに出たい、1年前から準備をし、エントリーしました。全力を尽くします。

231 島田 省吾 シマダ ショウゴ

232 田中 良樹 タナカ ヨシキ

233 赤水 瑞稀 アカミズ ミズキ 初大会、全力を尽くします。

234 吉岡 竜太郎 ヨシオカ リュウタロウ 学生生活を捧げた筋トレで、学生生活一番の思い出を作りにきました！

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （9名）

NO 選手からのコメント

235 坂江 一希 サカエ カズキ 人事を尽くして天命を待つ

236 坂本 淳 サカモト ジュン

237 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

238 鈴木 卓也 スズキ タクヤ

239 大濱 遼太郎 オオハマ リョウタロウ 初めての大会なのでがんばります

240 中野 勇太 ナカノ ユウタ ホームジムで鍛えてます。人生で初めてのコンテストでクラシックフィジークを選択しました。

241 玉田 朋久 タマダ トモヒサ トレーニング歴一年ですが全力でパフォーマンスさせて頂きます！

242 原 彩生 ハラ アヤオ

243 田中 敬祐 タナカ ケイスケ クラシックフィジーク、フィジーク共に初挑戦になります。全力で楽しみます。よろしくお願いします。

　■大学生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

244 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

245 長浦 広樹 ナガウラ ヒロキ 楽しみます！

　■168㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

246 小西 健太 コニシ ケンタ

247 大島 逸生 オオシマ イッキ 初出場ですが頑張ります！

248 巖 裕之 イワオ ヒロユキ

249 永井 康太 ナガイ コウタ
第二の故郷、神戸。私がトレーニングを始めた原点であります。そんな場所でお世話になった方々に少しでも成長した姿を見せれるよう全力で

闘います。

250 梅原 悠輝 ウメハラ ユウキ

　■175㎝以下級 （11名）

NO 選手からのコメント

251 瀧口 将太郎 タキグチ ショウタロウ
先人たちが紡いできてくれたボディビルディングという文化に悦びを感じ、取り組んできました。一選手としてステージに立てることを誇りに

思います。

252 加納 大年 カノウ ダイネン

253 飯田 徹 イイダ トオル 応援に来てくれた方ありがとうございます！ご安全に！

254 久代 章博 クシロ アキヒロ コロナ禍の中開催にあたり尽力されるスタッフの皆様に感謝します！

255 山崎 正彦 ヤマサキ マサヒコ ハンデがあろうとも理想の身体に近付けるホームトレーニー

256 岩崎 大祐 イワサキ ダイスケ 頑張ります

257 和所 健 ワショ タケシ

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



258 安藤 広大 アンドウ コウダイ 子どもたちにメタルゴリラと呼ばれている先生。今日はスーパーメタルゴリラだ！

259 坂江 一希 サカエ カズキ 人事を尽くして天命を待つ

260 坂本 淳 サカモト ジュン

261 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

　■175㎝超級 （6名）

NO 選手からのコメント

262 小川 令央那 オガワ レオナ

263 久保 絢生 クボ ケンセイ 筋肉が僕を変えてくれました。今度は僕が筋肉に恩返しをする番です。

264 Normile Robert ノーマイル ロバート イギリスのリバプール出身。

265 小林 顕太郎 コバヤシ アキタロウ 最高のサイドトライセプス決めます！

266 堀口 雅幸 ホリグチ マサユキ 2年振りにコンテスト出ます

267 山部 元樹 ヤマベ モトキ 高重量低レップでBIG3中心にトレーニングしております。よろしくお願いします。

【ボディビル】

　■新人の部 （18名）

NO 選手からのコメント

268 宮坂 航生 ミヤサカ コウキ 優勝します。

269 坂東 河 バンドウ タイガ やる気だけでここまで来ました。ただ頑張ります。

270 中川 海風 ナカガワ ミカゼ ビル魂を燃やして頑張ります！

271 藤村 翔太 フジムラ ショウタ 初コンテスト頑張ります。

272 井上 開 イノウエ カイ

273 冨井 暁徳 トミイ アキノリ 精一杯頑張ります。

274 大原 良太 オオハラ リョウタ 初めての大会後悔しないよう全力で頑張ります。

275 鈴木 脩平 スズキ シュウヘイ 精一杯取り組みます！

276 岡本 英泰 オカモト ヒデヤス フルスイングしてきます！

277 辻川 修賢 ツジカワ シュウケン よろしくお願いします！

278 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

279 一瀬 巧真 イチノセ タクマ 初めての大会でとても緊張しますが、できる限りの事はします。

280 川口 慶輔 カワグチ ケイスケ 全力で頑張ります

281 田中 健太 タナカ ケンタ 今までやってきたことを発揮したいです。楽しんでステージに立ちたいと思います。

282 天本 拓海 アマモト タクミ

283 郷田 龍樹 ゴウダ リュウキ 揖保郡太子町から来ました。優勝して、王将で優勝します！

284 森本 英明 モリモト ヒデアキ 大会終わったらあんこを腹一杯食べたいです！思いっきり楽しみます！

285 濱田 真之介 ハマダ シンノスケ 今日の為に精一杯やってきました！全力で出し切ります！

　■高校生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

286 檜皮 哲希 ヒワダ テツキ

287 木下 慶広 キノシタ ヨシヒロ 井上師匠に憧れゴールドジム栗東店筋トレしています。父親と一緒に出場します。初めてで何も分かりませんが、よろしくお願いします。

　■大学生の部 （2名）

NO 選手からのコメント

288 中川 海風 ナカガワ ミカゼ ビル魂を燃やして頑張ります！

289 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

　■ジュニアの部 （11名）

NO 選手からのコメント

290 永田 大和 ナガタ ヤマト

291 宮坂 航生 ミヤサカ コウキ 優勝します。

293 岩崎 大祐 イワサキ ダイスケ 頑張ります

294 坂東 河 バンドウ タイガ やる気だけでここまで来ました。ただ頑張ります。

295 中川 海風 ナカガワ ミカゼ ビル魂を燃やして頑張ります！

296 野村 修平 ノムラ シュウヘイ ちょんと絞れたので、見てください

297 檜皮 哲希 ヒワダ テツキ 高校生ですが負けません！

298 水野 勝五水野 ミズノ ショウゴ

299 永井 康太 ナガイ コウタ
第二の故郷、神戸。私がトレーニングを始めた原点であります。そんな場所でお世話になった方々に少しでも成長した姿を見せれるよう全力で

闘います。

300 横山 大樹 ヨコヤマ ダイキ 感謝の思いで出場させて頂きます！

　■マスターズの部 （6名）

NO 選手からのコメント

301 田畑 聡彦 タバタ アキヒコ 楽しみにしてます

302 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ 頑張ります。

303 木下 誠 キノシタ マコト マッスルゲート大好きです。此れからも頑張って出場します。

304 坂口 俊司 サカグチ シュンジ

305 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

306 長澤 利宏 ナガサワ トシヒロ 52歳でボディビルに初めて挑戦します。5か月前から体を作りました。精一杯頑張りますので宜しくお願いします。

　■65kg以下級 （12名）

NO 選手からのコメント

307 伊集 陽平 イジュ ヨウヘイ 自分史上初コンテストです

308 井上 恋 イノウエ レン ボディビルを楽しんで幸せを感じに行きます！！

309 川口 慶輔 カワグチ ケイスケ

310 三浦 慎二郎 ミウラ シンジロウ 頑張ります

311 藤本 賢治 フジモト ケンジ ボディビル1年目ですが、精一杯頑張ります！

312 巖 裕之 イワオ ヒロユキ

313 永田 大和 ナガタ ヤマト

314 宮坂 航生 ミヤサカ コウキ 優勝します。

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

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



315 田畑 聡彦 タバタ アキヒコ 楽しみにしてます

316 紀平 充孝 キヒラ ミツタカ 頑張ります。

317 木下 誠 キノシタ マコト マッスルゲート大好きです。此れからも頑張って出場します。

318 坂口 俊司 サカグチ シュンジ

　■70kg以下級 （20名）

NO 選手からのコメント

319 吉田 朋文 ヨシダ トモフミ
2年かけて両足の人工股関節全置換術を受けました。様々な制限の中、試行錯誤でトレーニング継続しています。トレーニング歴38年ですが、こ

の手術のおかげでボディビルとは何か？が少しだけ分かったような気がします。いやいやそれも幻なのか…？

320 田島 主和 タジマ カズタカ 初の大会ですが自分らしく頑張ります。

321 小川 航平 オガワ コウヘイ 自分の筋肉美をアピールできるように頑張ります。

322 田中 健太 タナカ ケンタ

323 篠田 真 シノダ マコト トレーニングセンター サンプレイ所属 篠田 真です。   よろしくお願いします。

324 河野 厚志 コウノ アツシ

325 草野 亜基 クサノ アキ 日々の成果を発揮できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

326 伊勢 龍顕 イセ リュウケン

327 北中 基伸 キタナカ モトノブ

328 福島 翔平 フクシマ ショウヘイ デビュー1年目です。よろしくお願いします。

329 加納 大年 カノウ ダイネン

331 岩崎 大祐 イワサキ ダイスケ 頑張ります

332 坂東 河 バンドウ タイガ やる気だけでここまで来ました。ただ頑張ります。

333 中川 海風 ナカガワ ミカゼ ビル魂を燃やして頑張ります！

334 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

335 藤村 翔太 フジムラ ショウタ 初コンテスト頑張ります。

336 井上 開 イノウエ カイ

337 冨井 暁徳 トミイ アキノリ 精一杯頑張ります。

338 大原 良太 オオハラ リョウタ 初めての大会後悔しないよう全力で頑張ります。

　■75kg以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

339 田中 宏樹 タナカ ヒロキ

340 伊藤 悠斗 イトウ ユウト マッスルグリルの薊さんに褒めてもらうのが目標です！！！！！！！

341 沖田 大輝 オキタ ダイキ
ボディビル競技は鈴木雅選手に憧れて始めました。競技歴は浅いですが憧れの鈴木選手を含むJBBFトップ選手から見た自分はどうなのか？どこ

まで通用するのかそれを知るまたとないチャンスだと思っています。

343 野村 修平 ノムラ シュウヘイ ちょんと絞れたので、見てください

344 鈴木 脩平 スズキ シュウヘイ 精一杯取り組みます！

　■75kg超級 （9名）

NO 選手からのコメント

345 髙橋 弘光 タカハシ ヒロミツ 「人事尽くして天命を待つ」です。

346 伊藤 輔 イトウ タスク

347 久代 章博 クシロ アキヒロ

348 相模 裕士 サガミ ヒロシ かっこいいパパを子供に見せられるよう頑張ります。

349 吉川 大輝 ヨシカワ タイキ

350 和所 健 ワショ タケシ

351 長澤 利宏 ナガサワ トシヒロ 52歳でボディビルに初めて挑戦します。5か月前から体を作りました。精一杯頑張りますので宜しくお願いします。

352 岡本 英泰 オカモト ヒデヤス フルスイングしてきます！

353 辻川 修賢 ツジカワ シュウケン よろしくお願いします！

※ゼッケンナンバー、出場者は変更になる場合がございます。
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