
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （11名）

NO 選手からのコメント

1 デルロザリオ 麻衣 デルロザリオ マイ 地元福岡で良い成績を残します！東京大会での経験を活かし、大会に挑みます！楽しみです！

2 小久保 麻衣 コクボ マイ ヒップを仕上げていきます！

3 後藤 綾香 ゴトウ アヤカ 初めての大会ですが、全力で頑張ります！

4 中川 美帆子 ナカガワ ミホコ

5 土屋 富士子 ツチヤ フジコ 未来へ向けての第一歩

6 城之薗 歩 ジョウノソノ アユミ

7 斉藤 ゆうき サイトウ ユウキ 憧れの方が審査員なので、笑顔で魅了します！

8 内田 梨沙 ウチダ リサ 出場を申し込みギリギリに決意しましたマッスルゲートは初めての出場なのでとても緊張しますが頑張りたいと思います

9 井上 春花 イノウエ ハルカ 社畜でも筋トレがんばってます

10 鈴木 花菜 スズキ カナ

11 徳勝 智子 トクカツ トモコ

　■163㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

12 井上 マリア イノウエ マリア 初大会頑張ります！

13 本村 あゆみ モトムラ アユミ 昨年出場させて頂きとても楽しかったので、今年も挑戦してみます！

14 井上 晴世 イノウエ ハルヨ
健康で日々 楽しく過ごしたいとトレーニングをはじめました。怪我や病気に悩まされた事もありましたが今回 チャレンジしてみたいと思

い応募しました。

15 岩谷 美保子 イワヤ ミホコ
綺麗なVシェイプをつくるために1年間トレーニングを頑張ってきました！バランスの良い身体を評価して頂けると嬉しいです！頑張りま

す！！

　■35歳以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

16 立花 さゆり タチバナ サユリ 今回の経験を次に繋げていきたいと思っています。よろしくお願い致します。

17 城之薗 歩 ジョウノソノ アユミ

　■50歳以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

18 若林 夏子 ワカバヤシ ナツコ ボディの大会はじめてです。九州にいる親へのサプライズで関東から遠征します。このあと美味しいもつ鍋を食べるために頑張ります。

19 山内 由貴子 ヤマウチ ユキコ 引っ込み思案な性格ですが、挑戦します！

20 江端 麻里子 エバタ マリコ

21 井上 晴世 イノウエ ハルヨ これからもトレーニングを楽しみながら40代最後のカテゴリーをチャレンジしてみたいと思い応募しました。

　■65歳以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

22 徳勝 智子 トクカツ トモコ

23 土屋 富士子 ツチヤ フジコ 未来へ向けての第一歩

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

24 是石 千穂 コレイシ チホ この度、初めての大会出場で不安いっぱいですが精一杯頑張ります。

25 高山 春菜 タカヤマ ハルナ 初出場で緊張しますが、笑顔で頑張ります！

26 後藤 綾香 ゴトウ アヤカ 初めての大会ですが、全力で頑張ります！

27 中川 美帆子 ナカガワ ミホコ

28 内田 梨沙 ウチダ リサ 出場を申し込みギリギリに決意しましたマッスルゲートは初めての出場なのでとても緊張しますが頑張りたいと思います

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

29 井上 マリア イノウエ マリア 初大会頑張ります！

　■35歳以上160㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

30 江端 麻里子 エバタ マリコ トレーニングを始めて3年で、今年初めてコンテストに挑戦します。よろしくお願いします。

31 魚住 マリア ウオズミ マリア 女性らしさのある鍛えられた体を目指して、トレーニングしてきました。応援宜しくお願い致します。

32 デルロザリオ 麻衣 デルロザリオ マイ 地元福岡で良い成績を残します！東京大会での経験を活かし、大会に挑みます！楽しみです！

33 若林 夏子 ワカバヤシ ナツコ ボディの大会はじめてです。九州にいる親へのサプライズで関東から遠征します。このあと美味しいもつ鍋を食べるために頑張ります。

　■35歳以上160㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

34 谷川 智恵 タニガワ チエ 初マッスルゲート！頑張ります！

【ボディフィットネス】 （1名）

NO 選手からのコメント

35 本村 あゆみ モトムラ アユミ 昨年出場させて頂きとても楽しかったので、今年も挑戦してみます！

【ウーマンズフィジーク】 （3名）

NO 選手からのコメント

36 杉内 京子 スギウチ キヨウコ 63歳でも頑張ってます

37 我如古 有梨 ガネコ ユウリ

38 吉田 敦子 ヨシダ アツコ

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

２０２１年10月３日（日）マッスルゲート九州大会エントリー

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



【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

39 森山 大士 モリヤマ タイシ 大会を一生懸命楽しみます

40 中川 誠也 ナカガワ セイヤ 100%の力を出し切ります！

41 牧下 僚太郎 マキシタ リョウタロウ 今回1位になってタンクトップマスターの称号を頂きたいと思います。

　■172㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

42 中川 恭兵 ナカガワ キョウヘイ 精進しますッ！

43 スタセヴィッチ 哲幸 スタセヴィッチ テツユキ

　■176㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

44 吉永 大貴 ヨシナガ ヒロキ 優勝目指して頑張ります！

【メンズフィジーク】

　■新人の部172㎝以下級 （27名）

NO 選手からのコメント

45 海妻 亮佑 カイヅマ リョウスケ 初めての大会で緊張していますが、できるだけの準備をして頑張ります！

46 宮木 周平 ミヤギ シュウヘイ 来年、筋トレシェアハウスを作るので、興味がある方は是非声を掛けて下さい笑

47 豊田 俊徳 トヨタ トシノリ 初めてですけど今の自分なりにやり切ってみせます

48 指方 正太郎 サシカタ ショウタロウ 全力で楽しんでいきたいです。

49 山入端 大将 ヤマノハ ダイスケ 初挑戦楽しみます！

50 阪田 良貴 サカタ ヨシタカ

51 新 慎一郎 アラ シンイチロウ

52 江田 大介 コウダ ダイスケ 目一杯楽しみたいと思います！

53 中原 真成 ナカハラ マサナリ 頑張ります！

54 森山 大士 モリヤマ タイシ 大会を一生懸命楽しみます

55 木下 息吹 キノシタ イブキ 筋トレ2年で初出場です！温かく見守ってください！

56 三吉 宏和 ミヨシ ヒロカズ 初めての大会楽しみます！

57 荒牧 一虎 アラマキ カズトラ フィジーク初チャレンジですが、がんばります！

58 三苫 陽輝 ミトマ ハルキ この大会をデビュー戦とさせていただきます。よろしくお願いします。

59 倉光 正憲 クラミツ マサノリ 初出場ですが頑張ります！

60 伊藤 雅己 イトウ マサキ

筋トレに本気で取り組んで人生が変わりました。大事なことは全て筋トレから学びました。筋トレには人生における大事なことが詰まっ

ており、人生の縮図だと本気で思っています。人生を変えてくれた筋トレへの感謝を出し切り、そして、自分自身の努力を結果として残

します！！

61 嶋 翔平 シマ ショウヘイ よろしくお願い申し上げます。

62 中俣 皓晟 ナカマタ コウセイ 初大会なので頑張りたい

63 園田 智昭 ソノダ トモアキ 初参加なので全力で楽しむ！！

64 内田 早祐 ウチダ サスケ

65 森山 星斗 モリヤマ セイト コンテストの大会初出場ですが、精一杯楽しみます。

66 林 崇文 ハヤシ タカフミ
今年、初めての出場となります。現在、専門学校で教員をしております。少しでも学生たちの励みになればと思い、出場しています。御

年28歳、サラリーマンの意地、とくとご覧あれ。

67 藤 冬樹 トウ フユキ
色んな動画等を参考に、一匹狼でやってきましたどこまで通用するか分かりませんが、今できる精一杯を出し尽くします宜しくお願いし

ます

68 吉本 晃 ヨシモト アキラ 今回が初めての大会出場です。今まで大会にむけて減量してきたので、勝ち負けにこだわらず、楽しんで大会に望みます！

69 磯村 弥大 イソムラ ヤヒロ

70 斉藤 晴人 サイトウ ハルト よろしくお願い致します。

71 津嘉山 洸 ツカヤマ コウ 初のコンテスト頑張ります！

　■新人の部172㎝超級 （33名）

NO 選手からのコメント

72 松山 知徳 マツヤマ トモノリ 初出場頑張ります。

73 永井 慎太郎 ナガイ シンタロウ 初出場ですが入賞目指して頑張ります！！

74 中谷 嘉一 ナカタニ カイチ

75 三村 叶人 ミムラ カナト 頑張ります！

76 用松 拓真 モチマツ タクマ 筋トレ歴3年目。張り切って優勝狙います。

77 宮崎 拓也 ミヤザキ タクヤ 頑張ります！

78 吉永 大貴 ヨシナガ ヒロキ 優勝目指して頑張ります！

79 谷川 聖 タニガワ ショウ 初めての大会出場で右も左も分かりませんが、出るからには上位入賞を目指します。減量後の爆食を楽しみに当日まで頑張ります。

80 坂本 穣一 サカモト ジョウイチ 絞り切って出場します

81 前田 直哉 マエダ ナオヤ 大会初めてですががんばります！

82 江藤 靖隆 エトウ ヤスタカ 三冠とります

83 北川 翔稀 キタガワ ショウキ 初出場ですが、頑張ります。

84 山下 直人 ヤマシタ ナオト

85 吉野 竜也 ヨシノ タツヤ よろしくお願い致します。

86 椛 翔悟 カバ ショウゴ 初めてのフィジーク競技参加で緊張しますが、頑張ります！

87 榎 正樹 エノキ マサキ 初めての大会です。よろしくお願いします。

88 伊東 洋平 イトウ ヨウヘイ
スポーツトレーナー育成している学校に所属しています。学生に良いところを見せれるように死ぬ気で努力しました。コロナ禍で何もか

も奪われた学生に少しでもの勇気を届けます。

89 浦川 翔吾 ウラカワ ショウゴ 家族にかっこいい姿を見せられるよう、頑張ります！

90 吉田 大将 ヨシダ ダイスケ 初めての大会～初大会で優勝したい～それを目指すために頑張ってきました

91 安部 宏希 アベ ヒロキ ベストパフォーマンスができるように、頑張ります！

92 岩渕 宥斗 イワフチ ユウト 痩せるために出場することを決めました。終わったあとのバルクに命燃やします

93 嶋 佑平 シマ ユウヘイ フィジーク初出場という経験を楽しみたいと思います。

94 内田 温人 ウチダ ハルト

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



95 斉藤 光志 サイトウ コウシ

96 小川 友輔 オガワ ユウスケ 筋トレを継続する意味を作るために出場を決意しました。

97 猿渡 和真 サルワタリ カズマ

98 軍地 希来 グンチ キライ
初めてのフィジーク出場で、毎朝5時起きでトレーニングし出勤するという日々を積み重ねてきました！！誰よりも努力してきたつもりで

す！！絶対に負けません！！広背筋のバルクをとくとご覧ください！！

99 長谷 良太 ハセ リョウタ 世界への挑戦の第一歩！！そんな気概で全身全霊を込めて臨みます！！

100 山下 勝大 ヤマシタ カツヒロ パワー全開で行きます！背中のデカさを見てください！

101 山本 匡也 ヤマモト マサヤ 当日の自分へ  食べるの我慢してしぼれていますか？！

102 吉岡 浩志 ヨシオカ コウシ

103 甲 貴樹 カブト タカキ 初めてのコンテストを精一杯楽しみます！よろしくお願いします。

104 高橋 雄大 タカハシ ユウダイ 初の大会、全力を出し切ります。あとは大会でたくさんのマッチョと話をするのが楽しみです。

　■マスターズ172㎝以下級 （10名）

NO 選手からのコメント

105 久保 憲隆 クボ ノリタカ 去年に続き今年もエントリーさせていただきました。連覇目指して頑張ります。

106 樺山 一勝 カバヤマ カズマサ 53歳初挑戦です。トレーニング始め4年間を時間を差し出して来ました。

107 松岡 謙 マツオカ ケン １０月１日で４９歳になりました。フィジーク初挑戦ですがまだまだ伸びしろがあると信じてオジサンはこれからも頑張ります！

108 田中 英樹 タナカ ヒデキ 自己最高の身体でのぞみます

109 大西 武彦 オオニシ タケヒコ 前回の結果を超えるぞ！

110 白水 雅人 シロウズ マサト 基本、自重で作った身体を試したく出場します。

111 原田 和也 ハラダ カズヤ
昨年はコロナでGYM閉鎖など大変な一年でした。そんな中筋トレを工夫しながらやり続けました。その成果を今年優勝という結果で証明

したいと思います。

112 スタセヴィッチ 哲幸 スタセヴィッチ テツユキ

113 海妻 亮佑 カイヅマ リョウスケ 初めての大会で緊張していますが、できるだけの準備をして頑張ります！

114 柚木 信孝 ユノキ ノブナリ

　■マスターズ172㎝超級 （11名）

NO 選手からのコメント

115 植松 亮 ウエマツ リョウ 今年のコンテストの締めくくり…最高の1日にしたいです

116 戎本 孝史 エビスモト タカシ

117 長谷 良太 ハセ リョウタ 世界への第一歩となるように全身全霊をもって本大会に臨みたいと思います。

118 財全 浩次 ザイゼン コウジ

119 緒方 浩誠 オガタ コウセイ チャレンジします。

120 福田 宏 フクダ ヒロシ 出場機会を与えていただき、ありがとうございます。

121 黒瀬 一聖 クロセ イッセイ 今年最後の大会になりますので全身全霊をつくします

122 石丸 広史 イシマル ヒロフミ 日々進化

123 新保 大志 シンボ タイシ 懲りずに今年も出場デス。

124 吉野 宏一 ヨシノ コウイチ 何度も挑戦をしていきたいと思います。

125 宮木 康和 ミヤキ ヤスタカ 感謝の気持ちを持って ステージ楽しみたいと思います。

　■大学生の部 （8名）

NO 選手からのコメント

126 高瀬 颯一郎 タカセ ソウイチロウ 精一杯頑張ります。

127 岡村 和真 オカムラ カズマ

128 吉本 晃 ヨシモト アキラ 今回が初めての大会出場です。今まで大会にむけて減量してきたので、勝ち負けにこだわらず、楽しんで大会に望みます！

129 磯村 弥大 イソムラ ヤヒロ

130 斉藤 晴人 サイトウ ハルト よろしくお願い致します。

131 津嘉山 洸 ツカヤマ コウ 初のコンテスト頑張ります！

132 津田 暁洋 ツダ アキヒロ 福岡でご飯たくさん食べます！

133 山下 航暉 ヤマシタ コウキ
コロナ期間中、友達と自作のバーベルを作り筋トレに夢中になりました。そして、今年になって近くにジムができたので入会し、トレー

ニングに励みました。今までやってきた成果を出したいです。

　■168㎝以下級 （28名）

NO 選手からのコメント

134 岡部 祐介 オカベ ユウスケ 初出場で緊張しますが全力で魅せつけます

135 箕輪 光喜 ミノワ コウキ 東京大会からのリベンジです！パワーアップした姿をお見せできるように頑張ります。

136 上田 涼太 ウエダ リョウタ

137 西米 貴宏 ニシヨネ タカヒロ

138 生駒 輝 イコマ ヒカル 入賞を目指します！

139 津嘉山 洸 ツカヤマ コウ 初出場の大会で勝ちに行く大学生

140 森本 翔馬 モリモト ショウマ 楽しみます！

141 立石 矩之 タテイシ ノリユキ

142 上田 優次 ウエダ ユウジ 魚釣りのYouTuberです！チャンネル名は（ユーフィッシュ）釣り人代表でコンテストに挑戦します！

143 盛園 洸平 モリゾノ コウヘイ 頑張ります

144 津留崎 直紀 ツルサキ ナオキ

145 仲間 怜 ナカマ リョウ

146 仲間 翔平 ナカマ ショウヘイ

147 久保 達也 クボ タツヤ

初めてマッスルゲートに参加させていただきます！昨年、家族と共に東京から福岡に移住しました！福岡はとても住みやすく、美味しい

料理もたくさんあるので、食事の誘惑に負けそうでした…笑なんとか新しい土地で良い結果が出せるように、全力を出し切りたいです♪

♪

148 真栄里 光 マエザト ヒカル 去年のリベンジ！！ちびぐてーチャンネルで検索！！＃まえざと君 ＃琉球魂 ＃金武魂 ＃筋魂

149 仲間 翔太朗 ナカマ ショウタロウ がんばりまーしゅ！

150 中川 誠也 ナカガワ セイヤ 100%の力を出し切ります！

151 柚木 信孝 ユノキ ノブナリ

152 宮木 周平 ミヤギ シュウヘイ 来年、筋トレシェアハウスを作るので、興味がある方は是非声を掛けて下さい笑

153 豊田 俊徳 トヨタ トシノリ 初めてですけど今の自分なりにやり切ってみせます

154 指方 正太郎 サシカタ ショウタロウ 全力で楽しんでいきたいです。

155 山入端 大将 ヤマノハ ダイスケ 初挑戦楽しみます！

156 阪田 良貴 サカタ ヨシタカ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



157 新 慎一郎 アラ シンイチロウ

158 江田 大介 コウダ ダイスケ 目一杯楽しみたいと思います！

159 中原 真成 ナカハラ マサナリ 頑張ります！

160 森山 大士 モリヤマ タイシ 大会を一生懸命楽しみます

161 高瀬 颯一郎 タカセ ソウイチロウ 精一杯頑張ります。

　■172㎝以下級 （15名）

NO 選手からのコメント

162 吉岡 勇人 ヨシオカ ハヤト 職場の保育園や学童保育の子供達にいい報告が出来るように頑張ります

163 林 崇文 ハヤシ タカフミ
今回初出場・初挑戦となります。教員という職業柄、少しでも学生たちに本気が伝わればと思います！私のフリーポーズにご注目くださ

い！記録ではなく記憶に残る大会にします。よろしくお願いします。

164 ビスタ 亜可須 ビスタ アカス がんばります

165 吉戒 茂久 ヨシカイ シゲヒサ 頑張ります！

166 白坂 大地 シラサカ ダイチ

167 吉廣 泰則 ヨシヒロ ヤスノリ

168 平川 覚 ヒラカワ サトシ

169 桃川 雄太 モモカワ ユウタ

170 田邊 修啓 タナベ ノブヒロ

171 中川 恭兵 ナカガワ キョウヘイ 精進しますッ！

172 木下 息吹 キノシタ イブキ 筋トレ2年で初出場です！温かく見守ってください！

173 三吉 宏和 ミヨシ ヒロカズ 初めての大会楽しみます！

174 荒牧 一虎 アラマキ カズトラ フィジーク初チャレンジですが、がんばります！

175 三苫 陽輝 ミトマ ハルキ この大会をデビュー戦とさせていただきます。よろしくお願いします。

176 倉光 正憲 クラミツ マサノリ 初出場ですが頑張ります！

　■176㎝以下級 （26名）

NO 選手からのコメント

177 西原 寛之 ニシハラ ヒロユキ

178 長谷川 大介 ハセガワ ダイスケ 2年ぶりのコンテストなので楽しみます。

179 清水 黎玖 シミズ リク

180 小川 裕貴 オガワ ユウキ 久しぶりのコンテストなので楽しみたいと思います！

181 南條 理森 ナンジョウ ヨシモリ 根性で仕上げます。

182 伊澤 裕聖 イザワ ユウセイ

183 梶原 海月 カジワラ ウツキ がんばります！

184 井村 勇気 イムラ ユウキ 全力を出しきります

185 田坂 優太 タサカ ユウタ

186 吉岡 浩志 ヨシオカ コウシ

187 末松 昌己 スエマツ マサキ 楽しみます

188 猿渡 和真 サルワタリ カズマ

189 岡部 智哉 オカベ トモヤ

190 姉川 麟太郎 アネカワ リンタロウ 頑張ります

191 大坪 信一郎 オオツボ シンイチロウ 初出場ですが、この経験を機に自分を成長させていきたいと思います。

192 中道 元 ナカミチ ハジメ

193 佐藤 由 サトウ ユウ コロナ渦の中、大会を開催して頂ける関係者の皆様に感謝します。全力で挑戦します！

194 中里 真二郎 ナカザト シンジロウ

195 新保 大志 シンボ タイシ 懲りずに今年も出場デス。

196 松山 知徳 マツヤマ トモノリ 初出場頑張ります。

197 永井 慎太郎 ナガイ シンタロウ 初出場ですが入賞目指して頑張ります！！

198 中谷 嘉一 ナカタニ カイチ

199 三村 叶人 ミムラ カナト 頑張ります！

200 用松 拓真 モチマツ タクマ 筋トレ歴3年目。張り切って優勝狙います。

201 宮崎 拓也 ミヤザキ タクヤ 頑張ります！

202 吉永 大貴 ヨシナガ ヒロキ 優勝目指して頑張ります！

　■176㎝超級 （22名）

NO 選手からのコメント

203 平尾 勇真 ヒラオ ユウマ 大会初出場！ステージを楽しみます！

204 水永 幸太郎 ミズナガ コウタロウ 自分がどこまで通用するのか全力でチャレンジしてみたい。

205 有村 壮大 アリムラ ソウタ 教員を退職し、フィットネス業界で人生をかけて挑戦する。

206 金城 裕平 キンジョウ ユウヘイ

207 宮本 大地 ミヤモト ダイチ 楽しみます！

208 逸見 俊介 ヘンミ シュンスケ サラリーマンの強さ、お見せします

209 大坪 正樹 オオツボ マサキ

210 井村 信也 イムラ シンヤ 頑張ります！

211 山口 優 ヤマグチ ユウ

212 大羽 貴一郎 オオバ キイチロウ 久しぶりの大会を楽しみたいと思います。

213 毛利 修 モウリ オサム はじめてのマッスルゲートですが精一杯頑張ります！！

214 吉野 宏一 ヨシノ コウイチ 何度も挑戦をしていきたいと思います。

215 宮木 康和 ミヤキ ヤスタカ 感謝の気持ちを持って ステージ楽しみたいと思います。

216 谷川 聖 タニガワ ショウ 初めての大会出場で右も左も分かりませんが、出るからには上位入賞を目指します。減量後の爆食を楽しみに当日まで頑張ります。

217 坂本 穣一 サカモト ジョウイチ 絞り切って出場します

218 前田 直哉 マエダ ナオヤ 大会初めてですががんばります！

219 江藤 靖隆 エトウ ヤスタカ 三冠とります

220 北川 翔稀 キタガワ ショウキ 初出場ですが、頑張ります。

221 山下 直人 ヤマシタ ナオト

222 吉野 竜也 ヨシノ タツヤ よろしくお願い致します。

223 椛 翔悟 カバ ショウゴ 初めてのフィジーク競技参加で緊張しますが、頑張ります！

224 岡村 和真 オカムラ カズマ

氏名 カタカナ
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【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （7名）

NO 選手からのコメント

225 谷川 洋平 タニガワ ヨウヘイ

226 大城 苑也 オオシロ エンヤ fighting

227 倉光 正憲 クラミツ マサノリ 初出場ですが精一杯頑張ります。

228 緒方 將成 オガタ マサシゲ

229 有村 壮大 アリムラ ソウタ
メイズフィジーク出場予定ですが初挑戦としてクラシックフィジークも追加で出場します。教員を退職を決意し、ボディビル競技、パー

ソナルトレーナーとして人生をかけて挑みます！

230 鹿間 昭利 シカマ アキト この大会おわって早くマクドナルドが食べたいです。

231 岩穴口 翔大 イワナグチ ショウタ

　■大学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

232 正田 光 ショウダ ヒカル

　■168㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

233 秀島 将太郎 ヒデシマ ショウタロウ 感謝の気持ちを持ってステージに臨みます。

234 真栄里 光 マエザト ヒカル 去年のリベンジ！！ちびぐてーチャンネルで検索！！＃まえざと君 ＃琉球魂 ＃金武魂 ＃筋魂

235 谷川 洋平 タニガワ ヨウヘイ

236 大城 苑也 オオシロ エンヤ fighting

　■175㎝以下級 （7名）

NO 選手からのコメント

237 佐藤 朔 サトウ ハジメ

238 西村 優希 ニシムラ ユウキ 今年出場するラストの大会なので、最後まで楽しみながらパフォーマンスします！

239 川村 俊彦 カワムラ トシヒコ 頑張ります

240 財全 浩次 ザイゼン コウジ

241 倉光 正憲 クラミツ マサノリ 初出場ですが精一杯頑張ります。

242 緒方 將成 オガタ マサシゲ

243 正田 光 ショウダ ヒカル

　■175㎝超級 （6名）

NO 選手からのコメント

244 佐藤 圭 サトウ ケイ

245 宮崎 佑也 ミヤザキ ユウヤ ボディビルデビュー戦です！背中が強みです！

246 石丸 広史 イシマル ヒロフミ 日々進化

247 前田 直哉 マエダ ナオヤ 大会初めてですががんばります！

248 内田 温人 ウチダ ハルト

249 有村 壮大 アリムラ ソウタ
メイズフィジーク出場予定ですが初挑戦としてクラシックフィジークも追加で出場します。教員を退職を決意し、ボディビル競技、パー

ソナルトレーナーとして人生をかけて挑みます！

【ボディビル】

　■新人の部 （7名）

NO 選手からのコメント

250 岡本 圭祐 オカモト ケイスケ ボディービル初挑戦です！頑張ります！

251 田脇 雅鷹 タワキ マサタカ 初めての大会頑張ります

252 宮崎 佑也 ミヤザキ ユウヤ ボディビルデビュー戦です！背中が強みです！

253 太田 慎太郎 オオタ シンタロウ 初の大会出場です。１年間をかけ、約30kgの減量をしてきました。精一杯頑張りたいと思います。

254 濱ノ井 亮 ハマノイ リョウ

255 新庄 恵英 シンジョウ ヨシヒデ

256 竹林 伸悟 タケバヤシ シンゴ

　■ジュニアの部 （11名）

NO 選手からのコメント

257 大橋 昂生 オオハシ アキオ

258 藤原 丈 フジワラ ジョウ 一生懸命頑張ります！！

259 佐藤 圭 サトウ ケイ

260 吉岡 匠 ヨシオカ タクミ 絞りで勝ちます！

261 外山 剣人 トヤマ ケント 初めての大会ですが精一杯頑張ります

262 福田 雄太 フクダ ユウタ

263 伊集 陽平 イジュ ヨウヘイ ステージに立つ事を楽しみます

264 坂本 光琉 サカモト ヒカル 初出場なので気合い入れて頑張ります！＾＾

265 小嶋 万里 コジマ マサト

266 斉藤 光志 サイトウ コウシ

267 宮崎 佑也 ミヤザキ ユウヤ ボディビルデビュー戦です！背中が強みです！

　■マスターズの部 （10名）

NO 選手からのコメント

268 小原 守行 コハラ モリユキ 還暦でも挑戦する。

269 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ 今年最後の絞りに拘ります

270 福岡 正男 フクオカ マサオ 昨年のリベンジ

271 横川 英基 ヨコカワ ヒデキ 昨年は２位でした。今年こそ優勝だ！

272 田中 政文 タナカ マサフミ 日に新たに、日々に新たに、また日に新たなり

273 生見 嘉英 ヌクミ ヨシヒデ 絶対に悔いの残らない大会にしたい

274 荒巻 好伸 アラマキ ヨシノブ 表彰台を目指します！

275 岩崎 善之 イワサキ ヨシユキ 超緊張しますが、楽しんでポージングしたいです。

276 小島 信一 コジマ シンイチ 日々挑戦、全力発揮で楽しみます。

氏名 カタカナ
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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



277 福田 宏 フクダ ヒロシ 出場機会を与えていただき、ありがとうございます。

　■大学生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

278 竹林 伸悟 タケバヤシ シンゴ

　■65kg以下級 （9名）

NO 選手からのコメント

279 恒吉 隆志 ツネヨシ タカシ 頑張ります

280 田中 智之 タナカ トモユキ とにかく頑張ります。

281 栄田 康人 エイダ ヤスト

282 犬束 貴博 イヌヅカ タカヒロ 憧れのリープリースト目指して27年間頑張ってきました！！

283 大久保 大輔 オオクボ ダイスケ

284 真栄里 光 マエザト ヒカル 去年のリベンジ！！ちびぐてーチャンネルで検索！

285 岩穴口 翔大 イワナグチ ショウタ

286 大橋 昂生 オオハシ アキオ

287 小原 守行 コハラ モリユキ 還暦でも挑戦する。

　■70kg以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

288 福田 雄太 フクダ ユウタ 初のボディビル出場です。これから成長する為にも今日は精一杯頑張ります。

289 生見 嘉英 ヌクミ ヨシヒデ 記憶に残り記録に残るボディビルダーに成る

290 小川 裕貴 オガワ ユウキ 初ボディビル頑張ります！

291 松田 健一郎 マツダ ケンイチロウ よろしくお願いします

292 森山 大士 モリヤマ タイシ 大会を一生懸命楽しみます

293 岡本 圭祐 オカモト ケイスケ ボディービル初挑戦です！頑張ります！

　■75kg以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

294 末永 陽央 スエナガ タカオ

295 財全 浩次 ザイゼン コウジ

296 石丸 広史 イシマル ヒロフミ 日々進化

297 藤原 丈 フジワラ ジョウ 一生懸命頑張ります！！

298 田脇 雅鷹 タワキ マサタカ 初めての大会頑張ります

　■75kg超級 （2名）

NO 選手からのコメント

299 薙野 耕平 ナギノ コウヘイ

300 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ 今年最後の絞りに拘ります

※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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