
No,

名前

フリガナ

所属都道府県　年齢　身長

所属クラブ

JBBF FITNESS JAPAN

GRAND CHAMPIONSHIPSへ

賭けるコメント

WOMEN'S BODY FITNESS　　《　出場申込順　》

1

石井　ゆき子
イシイ　ユキコ

東京都　57歳　155cm

小金井トレーニングセンター

2

大谷　美咲
オオタニ　ミサキ

新潟県　34歳　158cm

フィットネス個人登録

自分なりにボディフィットネスを考えながら

作り上げた成果をお見せしたいと思います！

3

篠原　ゆかり
シノハラ　ユカリ

埼玉県　43歳　158cm

ゴールドジム東浦和さいたま

素晴らしいステージに立てる機会を与えていただき

本当に嬉しいです　精一杯頑張ります！

4

中島　千春
ナカジマ　チハル

東京都　45歳　163cm

王子フィットネス&ジム

思い描くボディフィットネスの身体で優勝目指します

5

渡利　寛子
ワタリ ヒロコ

兵庫県　44歳　157cm

MAXGYM

精一杯頑張ります

JBBF FITNESS JAPAN GRAND 

PARTICIPATING LIST

CHAMPIONSHIPS 2021



6

吉川　千周
ヨシカワ　チヒロ

兵庫県　53歳　160cm

ゴールドジム新神戸兵庫

今回、グランドチャンピオンシップと言う貴重な場に

立たせて頂く事が出来たので　思いっきり舞台を楽み

皆さんにその思いが伝わればいいなと思います

7

金子　真紀子
カネコ　マキコ

東京都　42歳　161cm

ゴールドジムイースト東京

宜しくお願いします

8

矢野　かずみ
ヤノ　カズミ

東京都　50歳　156cm

ゴールドジムイースト東京

最高峰の舞台に立てる喜びを感じながら

オールジャパンよりも

更にコンディションを上げて挑みます！

9

阪森　香理
サカモリ　カオリ

兵庫県　51歳　162cm

MAXGYM

昨年度はコロナ禍の中　大会は開催されませんでした

今年はこの舞台に立たせていただける事に感謝いたします

またチャレンジャーとして魅せるステージングを

皆様にお届けしたいと思います

10

清水　恵
シミズ　メグミ

北海道　37歳　162cm

ウエイトトレーニングジム

B-ONE

名誉ある大会に出場でき大変光栄に思います

今年の集大成として全力で頑張ります！



No,

名前

フリガナ

所属都道府県　年齢　身長

所属クラブ

JBBF FITNESS JAPAN

GRAND CHAMPIONSHIPSへ

賭けるコメント

WOMEN'S BIKINI FITNESS　　《　出場申込順　》

11

渡邉　美月
ワタナベ　ミヅキ

兵庫県　35歳　160cm

フィットネス個人登録

初挑戦を全力で楽しみます

12

片平　愛子
カタヒラ　アイコ

静岡県　34歳　170cm

マッスルハウスGYM

今年の集大成です

よろしくお願いいたします

13

松木　真美
マツキ　マミ

東京都　34歳　151cm

王子フィットネス＆ジム

挑戦します

14

永江　仁美
ナガエ　ヒトミ

石川県　30歳　164cm

フィットネス個人登録

今シーズンの集大成です

感謝の気持ちを込めてステージに立ちます

15

梅田　久美子
ウメダ　クミコ

東京都　57歳　161cm

ゴールドジムサウス東京

50代の私ですが　砂時計のような

シルエットを目指し鍛えてきた身体と

エレガントなポージングをご披露できるよう

頑張ります！

PARTICIPATING LIST

CHAMPIONSHIPS 2021
JBBF FITNESS JAPAN GRAND



16

柿　夏芽
カキ　ナツメ

東京都　22歳　168cm

フィットネス個人登録

ビキニ界に新時代を到来させるべく　頂点を目指します

17

安井　友梨
ヤスイ　ユリ

愛知県　37歳　173cm

ゴールドジム名古屋栄

今年は　昨年に引き続きコロナ禍での大会開催は想像を

絶するほど　かなり困難を極める状況の中にあります

この厳しい環境下でも　さらに盛り上がりを見せてきた

フィットネスの灯火を何とかして消さないようにと

いつも陰日向となって支えて下さっている

数えきれないほどの皆さまに心から感謝申し上げます

ありがとうございました

18

大工原　真史
ダイクハラ　マフミ

長野県　39歳　159cm

上田トレーニングジム

トレーニングを始めて最初の年

ここまで来れた集大成として感謝の気持ちを忘れずに

心を込めて頑張ります！

19

金谷　瑠美
カナタニ　ルミ

大阪府　37歳　154cm

MAXGYM

２年ぶりのグランドチャンピオンシップス

楽しみたいと思います

20

ダンシー　あずさ
ダンシー　アズサ

東京都　31歳　161cm

ゴールドジムサウス東京

優勝を目指して　応援して下さる皆様に

感謝の気持ちを込めて

最高のステージをお見せします

21

内田　織恵
ウチダ　オリエ

大分県　42歳　166cm

フィットネス個人登録

ビキニデビューから憧れの舞台まで来ることができました

それだけでも奇跡だと思ってます

自分らしく笑顔で楽しむことを一番に頑張ります

22

堀田　ひろみ
ホリタ　ヒロミ

富山県　35歳　165cm

ゴールドジム富山環水公園

いつも応援ありがとうございます！

今までやってきたことを全て出し切り勝ちたいと思います

ママ頑張ります！



23

田中　裕子
タナカ　ユウコ

群馬県　44歳　154cm

フィットネス個人登録

グラチャンに出場する事がひとつの夢でした！

全力で楽しみます！

24

小林　尚美
コバヤシ　ナオミ

東京都　40歳　160cm

ゴールドジムサウス東京

今シーズン最高ステージング出来るよう頑張ります

25

藤井　裕子
フジイ　ユウコ

東京都　45歳　164cm

フィットネス個人登録

支えてくださる方々へ感謝の気持ちを

ステージからお伝えできればと思います

26

中山　桜子
ナカヤマ　サクラコ

東京都　24歳　160cm

フィットネス個人登録

憧れの選手の方々と同じステージに立てることを

とても光栄に思います

今大会の経験を活かし　より強く美しい

ビキニアスリートを目指し頑張ります

27

三井　直美
ミツイ　ナオミ

東京都　43歳　166cm

小金井トレーニングセンター

ここまで勝ち続けて来れたのは　私一人ではなし得ないことでした

感謝の気持ちとともに　最高の舞台で最高のパフォーマンスができるように

頑張りたいです　よろしくお願い致します

29

関根　秀子
セキネ　ヒデコ

東京都　49歳　153cm

YANO'S GYM TOKYO

トレーニングの成果を発揮出来るように頑張ります



30

日比　佑伊子
ヒビ　ユイコ

東京都　25歳　160cm

マッスルジム練馬店

今年最後の大会です全力で出し切ります！

31

小谷野　彩香
コヤノ　アヤカ

東京都　29歳　156cm

ゴールドジムサウス

東京

大会が開催されることに心より感謝致します

最高の姿でステージに上がります！

32

長瀬　陽子
ナガセ　ヨウコ

東京都　44歳　165cm

ゴールドジムサウス東京

ビキニフィットネスのマスターズ界を

盛り上げる存在になる事を目指して出場いたします！

33

森　佳美
モリ　ヨシミ

茨城県　42歳　150cm

フィットネス個人登録

精一杯頑張ります！

34

佐野　愛美
サノ　マナミ

東京都　31歳　152cm

ゴールドジム八王子

素晴らしい方々と並べる貴重なチャンスを頂けて

とても嬉しく思います　精一杯頑張ります

35

澁谷　美和子
シブタニ　ミワコ

神奈川県　45歳　158cm

ゴールドジム溝の口神奈川

自分のできる限りを尽くします



No,

名前

フリガナ

所属都道府県　年齢　身長

所属クラブ

JBBF FITNESS JAPAN

GRAND CHAMPIONSHIPSへ

賭けるコメント

MEN'S PHYSIQUE　　《　出場申込順　》

36

佐藤　綾
サトウ　リョウ

福島県　31歳　176cm

フィットネス個人登録

ステージを楽しみます

37

穴見　一佐
アナミ　カズサ

東京都　24歳　178cm

ゴールドジムウエスト　東京

人事を尽くして天命を待つ

38

久野　圭一
ヒサノ　ケイイチ

東京都　39歳　172cm

フィットネス個人登録

自分で思っていたフィジークの体を超えることを

目標に調整してきました

今までとは全く違う体とポージングでステージに立ちます

39

渡部　史也
ワタナベ　フミヤ

愛媛県　20歳　167cm

ゴールドジム新居浜愛媛

人事を尽くして天命を待つ

40

田村　宜丈
タムラ　ヨシタケ

東京都　49歳　168cm

ゴールドジムサウス東京

40代最後のチャレンジ

ベストを尽くします

JBBF FITNESS JAPAN GRAND
CHAMPIONSHIPS 2021

PARTICIPATING LIST



41

渡辺　和也
ワタナベ　カズヤ

東京都　23歳　177cm

ボディビル個人登録

今回　グランドチャンピオンシップスという

貴重な場に立たせて頂く事が出来たので

思いっきり舞台を楽み

皆さんにその思いが伝わればいいなと思います

42

伊吹　主税
イブキ　チカラ

大阪府　30歳　173cm

ボディビル個人登録

宜しくお願いします

43

上中　一司
ウエナカ　ヒトシ

大阪府　54歳　180cm

フィットネス個人登録

最高峰の舞台に立てる喜びを感じながら

オールジャパンよりも

更にコンディションを上げて挑みます！

44

直野　賀優

ナオノ　ヨシマサ

茨城県　30歳　182cm

フィットネス個人登録

昨年度はコロナ禍の中　大会は開催されませんでした

今年はこの舞台に立たせていただける事に感謝いたします

またチャレンジャーとして魅せるステージングを

皆様にお届けしたいと思います

45

寺島　遼
テラシマ　リョウ

東京都　28歳　168cm

ゴールドジム八王子

皆様が楽しんで見てくれる

この舞台に上がりたくなるような

ステージングをします！

46

福原　俊介
フクハラ　シュンスケ

愛知県　26歳　175cm

ゴールドジム名古屋栄

ラストフィジーク頑張ります！

47

関口　貴夫
セキグチ　タカオ

千葉県　46歳　171cm

フィットネス個人登録

入賞目指して頑張ります



48

加藤　昌平
カトウ　ショウヘイ

愛知県　46歳　168cm

PUMPボディビル同好会

今シーズン最後の大会なので　悔いのないように

全身全霊で挑みます！

49

長澤　秀樹
ナガサワ　ヒデキ

東京都　31歳　172cm

ゴールドジムウエスト東京

素晴らしい選手の方々と並べる喜びを感じながら

ステージを楽しみたいと思います！

50

小泉　憲治
コイズミケンジ

神奈川県　36歳　177cm

チャンピオン平塚

頑張ります！

51

岡　典明
オカ　ノリアキ

香川県　34歳　165cm

PINNACLE GYM

地元の皆んなに良い結果を届けられるよう

頑張ります

52

大浦　信浩
オオウラノブヒロ

石川県　51歳　182cm

ゴールドジムV10ののいち

北陸のオッサン代表として頑張ります！


