
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （4名）

NO 選手からのコメント

1 市川 典子 イチカワ ノリコ 楽しみながら狙います

2 江端 麻里子 エバタ マリコ ※すでにビキニでエントリー済みです。ウーマンズレギンスの追加エントリーをお願いします。

3 中坊 愛 ナカボウ アイ

4 杉山 教枝 スギヤマ ミチエ 絶対優勝します。よろしくお願いいたします。

　■163㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

5 福井 ひとみ フクイ ヒトミ 初めてのボディコンテスト出場で緊張してますが、この雰囲気を楽しみます。

6 山内 絵里 ヤマウチ エリ 総合格闘技で鍛えた身体と筋肉で優勝を狙います！

7 田中 理穂 タナカ リホ
元々80程太っていて、減量を始めていくうちに挑戦したいと思います、意を決してエントリーすることにしました。ネガティブで自信の無い私ですが、

この大会を通して自分のことを好きになることが出来たらなと思っております。精一杯頑張ります！

8 加島 彩乃 カシマ アヤノ

9 佐藤 華奈 サトウ カナ 初めての大会頑張ります！

10 関根 雅恵 セキネ マサエ 楽しんで笑顔で出場できるように頑張ります

　■163㎝超級 （5名）

NO 選手からのコメント

11 小西 貴子 コニシ タカコ 普段はパワーリフティングという競技をやっています。初めてのボディメイクの大会なので緊張してますが楽しみたいと思います！！

12 中島 那奈 ナカシマ ナナ

13 小野 真以子 オノ マイコ 20kgのダイエットをしました。来年に繋げられるよう経験を積みたいです。

14 長谷川 瞳 ハセガワ ヒトミ 頑張ります

15 櫟 彩 イチノキ アヤ はじめての大会で緊張でカチコチだと思いますが、初舞台を楽しみたいと思います

　■35歳以下の部 （2名）

NO 選手からのコメント

16 長谷川 瞳 ハセガワ ヒトミ 頑張ります

17 佐藤 華奈 サトウ カナ 初めての大会頑張ります！

　■50歳以下の部 （3名）

NO 選手からのコメント

18 関根 雅恵 セキネ マサエ 楽しんで笑顔で出場できるように頑張ります

19 櫟 彩 イチノキ アヤ はじめての大会で緊張でカチコチだと思いますが、初舞台を楽しみたいと思います

20 市川 典子 イチカワ ノリコ 楽しみながら狙います

　■65歳以下の部 （3名）

NO 選手からのコメント

21 杉山 教枝 スギヤマ ミチエ 絶対優勝します。よろしくお願いいたします。

22 矢島 知香 ヤジマ トモカ
出張中、札幌のゴールドジムで誘われました。筋トレ初心者だし年齢のコンプレックスもありましたが、お陰で目標を持ってトレーニングに励むことが

出来ました。また来年も札幌で参加したいです！

23 松尾 友喜子 マツオ ユキコ 初めての大会！トレーナーと共に歩んだ約1年の恩返しの意味を込めて！

【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （1名）

NO 選手からのコメント

24 中坊 愛 ナカボウ アイ

　■35歳以上160㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

25 千葉 美里 チバ ミサト
昨年度、審査員の先生方から頂いたフィードバックをもとに改善に取り組みました。今年のわたしは、少しでも進化しているでしょうか。審査員の先生

方にお会いできるのがとても楽しみです！

26 澤口 絵美 サワグチ エミ

　■35歳以上160㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

27 宮村 真紀 ミヤムラ マキ 年齢を言い訳にしない身体作りをしていますので、見る方に一人でも多くトレーニングを始めるきっかけになれたら、と思います。

【ボディフィットネス】 （1名）

NO 選手からのコメント

28 澤口 絵美 サワグチ エミ

【ウーマンズフィジーク】 （1名）

NO 選手からのコメント

29 林 文歌 ハヤシ フミカ 楽しく元気に参加します。

【メンズタンクトップ】

　■172 ㎝以下級 （2名）

NO 選手からのコメント

30 吉田 大騎 ヨシダ ダイキ
今年度札幌で行われた他大会のフィジーク大会に初出場し、ボディコンテストの楽しさを知りました。より自身を心身共に成長させていくために、この

マッスルゲートさんで自分がどこまでいけるか挑戦します。よろしくお願いします。

31 白川 雄太 シラカワ ユウタ 笑顔！

　■176 ㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

32 小野寺 拓磨 オノデラ タクマ 120kgから減量して約50kg痩せたので減量の一区切りとして頑張りたいです。

【メンズフィジーク】

　■新人の部172 ㎝以下級 （38名）

NO 選手からのコメント

33 熊谷 秀徳 クマガイ ヒデノリ 自分を奮い立たせてくれる物を探してました、これがソレです。

34 小林 政信 コバヤシ マサノブ

35 小西 盛之 コニシ モリユキ

36 加藤 貴史 カトウ タカフミ 今回コンテストに初チャレンジします。ダイエットするなら目標があった方がと思い、思い切って申し込みました。大会までやれるだけ準備します！
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37 上野 瀬夏 ウエノ セナ

38 中山 佑一郎 ナカヤマ ユウイチロウ トレーニングが大好きです！初出場ですが精一杯アピールしたいです！

39 森本 祐史 モリモト ユウジ

40 小野 翔 オノ ショウ 初コンテストなので頑張ります！

41 松原 大貴 マツハラ ヒロキ

42 高坂 陸 タカサカ リク 初めての大会を楽しみたいと思います

43 松原 大貴 マツハラ ヒロキ

44 浅水 海人 アサミズ カイト コンテスト初なので楽しみます！！

45 桝田 泰史 マスダ ヤスフミ 頑張りき

46 小原 颯太 オバラ ソウタ 大会後に美味しい物を沢山食べるのが楽しみで仕方ない！！勝って沢山食べるぞー！

47 福田 誠弥 フクダ セイヤ

48 菊地 拓也 キクチ タクヤ

49 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 初出場。後悔がないようやりきります

50 田屋 明 タヤ アキラ

51 三上 陽平 ミカミ ヨウヘイ 初めてのフィジークの大会ですが、今まで頑張ってきた成果をしっかりと発揮するためにステージを全力で楽しむ気持ちを持って臨みます！

52 原 尚哉 ハラ ナオヤ 初めてのフィジーク大会です全力で楽しみます

53 田村 幸也 タムラ コウヤ

54 小瀬 蓮 コセ レン フィジーク初挑戦です。よろしくお願いします！

55 小平 祥平 コヒラ ショウヘイ 人生で初めての絞り切り

56 干上 友輔 ホシガミ ユウスケ

57 清水 陵嗣 シミズ リョウジ 初めての大会出場なのでできる限り楽しみたいです！

58 小林 政信 コバヤシ マサノブ

59 京谷 匠 キョウヤ タクミ フィジーク初出場です。自分を出し切って楽しみます！

60 小川 塁 オガワ ルイ

61 小玉 達也 コダマ タツヤ フィジーク初出場ですが頑張ります！

62 坂田 宗昭 サカタ ムネアキ 意気込んでます

63 計良 俊助 ケイラ シュンスケ

64 近藤 亮介 コンドウ リョウスケ がんばります。

65 小杉 卓也 コスギ タクヤ

66 宮崎 聡貴 ミヤザキ トシキ よろしくお願い致します。

67 熊倉 拓郎 クマクラ タクロウ

68 森 彪元 モリ ヒュウガ

69 渡辺 透暉 ワタナベ トウキ 初めての大会なので全力で楽しみたいです。

70 河本 雅久 カワモト ガク 初心者ではありますが堂々と頑張りたいと思っています。できる限りの力は出したいと思います。

　■新人の部172 ㎝超級 （25名）

NO 選手からのコメント

71 吉田 憲生 ヨシダ ノリオ

72 山本 倫大 ヤマモト トモキ 獣医学生として頑張ります！

73 白浜 功大 シラハマ コウダイ コンテスト初挑戦、頑張ります！

74 堀 龍聖 ホリ リュウセイ 初出場です！頑張ります。

75 剣地 博幸 ケンチ ヒロユキ 初のボディコンテストです。楽しんで望みたいと思います。よろしくお願いします。

76 濱砂 憲介 ハマスナ ケンスケ

77 宮川 福之 ミヤカワ フクユキ 人生一度はやってみたかった！自分との戦いも大変でしたが、サポートしてくれた人に感謝してます！

78 杉本 裕星 スギモト ユウセイ 初めての大会、頑張ります。

79 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

80 木村 達 キムラ イタル

81 大城 翔太朗 オオシロ ショウタロウ コンテスト初出場なので頑張ります！Audi札幌南で営業してますのでお待ちしております。

82 播野 健人 ハリノ ケント 札幌生まれ、この大会の為千葉から来ました。ボディコンテスト初出場です！

83 佐藤 海将 サトウ カイト 全力で頑張ります。

84 小方 昌平 オガタ ショウヘイ

85 高島 大輔 タカシマ ダイスケ 初出場です。がんばります。

86 大木 航太 オオキ コウタ 湘南からはるばるやってきました！トロフィーを持ち帰ります

87 鈴木 晴登 スズキ ハルト
今回が人生で初めてのステージになります。トリプルエントリーさせていただきましたが全部全力で勝ちにいきます！また、今まで支えてくれた家族や

仲間への感謝、同じステージで戦う選手への敬意を忘れずに楽しみたいと思います！

88 菊池 蒼大 キクチ ソウタ 初めてのマッスルゲート、メンズフィジーク出場です。緊張しますが、全力を出し切ります！よろしくお願いします！

89 後藤 航兵 ゴトウ コウヘイ
食ってる時が一番幸せ、大好物はピーナッツバター、125kgあったわがままボディいじめてみました。無一文トレーニーが、コンビニ廃棄、安いプロテ

インと自重トレーニングで体を変えた！さあ！我が仰天チェンジとくとご覧あれ！

90 伊藤 将一 イトウ ショウイチ フィジーク初挑戦なので気合い入っています。頑張ります。

91 緒方 優 オガタ ユウ トレーニングできる事への感謝をもって、一生懸命表現します。

92 石井 貴騎 イシイ タカキ

93 前田 龍之介 マエダ リュウノスケ
去年の9月から本格的に筋トレを始めました。まだ筋トレ歴は浅いですが、気合だけは誰にも負けません。入賞できるように今日まで仕上げてきました。

最高のパフォーマンスを発揮できるように頑張ります。

94 増井 勇太 マスイ ユウタ

95 石井 滉太 イシイ コウタ

　■マスターズ172 ㎝以下級 （8名）

NO 選手からのコメント

96 岡村 正仁 オカムラ マサト いつもはJBBFに出ておりますがカテゴリの多いこちらに出場してみたいと思いました。

97 瀬戸 浩史 セト ヒロフミ 競技をはじめたのが年齢的にかなり遅いので早急に実績をつけて上を目指します。

98 熊谷 秀徳 クマガイ ヒデノリ 自分を奮い立たせてくれる物を探してました、これがソレです。

99 小林 政信 コバヤシ マサノブ

100 小西 盛之 コニシ モリユキ

101 加藤 貴史 カトウ タカフミ 今回コンテストに初チャレンジします。ダイエットするなら目標があった方がと思い、思い切って申し込みました。大会までやれるだけ準備します！

102 宮村 敏洋 ミヤムラ トシヒロ 年齢に負けずに頑張ります。

103 大木 慎吾 オオキ シンゴ もう出場します(´_ゝ`)

　■マスターズ172 ㎝超級 （3名）

NO 選手からのコメント

104 江平 裕昭 エヒラ ヒロアキ

105 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ 初めての北海道、楽しみます

106 吉田 憲生 ヨシダ ノリオ

　■高校生の部 （1名）

NO 選手からのコメント

107 高橋 彬博 タカハシ アキヒロ 全力を出しきる

　■大学生の部 （20名）

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



NO 選手からのコメント

108 菊地 拓也 キクチ タクヤ

109 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

110 田村 幸也 タムラ コウヤ

111 小瀬 蓮 コセ レン フィジーク初挑戦です。よろしくお願いします！

112 谷口 康太 タニグチ コウタ
兄が今年のJBBF北海道大会で初出場でメンズフィジーククラス別で準優勝しました。自分も初出場ですが負けないように頑張ってきました。優勝目指し

て頑張ります。

113 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

114 鈴木 晴登 スズキ ハルト
今回が人生で初めてのステージになります。トリプルエントリーさせていただきましたが全部全力で勝ちにいきます！また、今まで支えてくれた家族や

仲間への感謝、同じステージで戦う選手への敬意を忘れずに楽しみたいと思います！

115 山形 悠星 ヤマガタ ユウセイ 頑張ります

116 高田 祥帆 タカダ ヨシホ
筋肉と音楽の二刀流を心がけ、札幌を拠点として「フィットネス系シンガーソングライター」を名乗っている。ギター弾き語りをメインに作詞作曲も行

なっております。そしてトレーニングも全力と今札幌で最も暴れている男です。

117 伊藤 弘志 イトウ ヒロユキ

118 熊倉 拓郎 クマクラ タクロウ

119 森 彪元 モリ ヒュウガ

120 渡辺 透暉 ワタナベ トウキ 初めての大会なので全力で楽しみたいです。

121 河本 雅久 カワモト ガク 初心者ではありますが堂々と頑張りたいと思っています。できる限りの力は出したいと思います。

122 前田 龍之介 マエダ リュウノスケ
去年の9月から本格的に筋トレを始めました。まだ筋トレ歴は浅いですが、気合だけは誰にも負けません。入賞できるように今日まで仕上げてきました。

最高のパフォーマンスを発揮できるように頑張ります。

123 増井 勇太 マスイ ユウタ

124 石井 滉太 イシイ コウタ

125 鈴木 凌翔 スズキ リョウト
春からIT企業に内定が決まっていますので札幌で1番カッコいい筋肉を持つシステムエンジニアになれるよう日々トレーニングしてきました。楽しみま

す！

126 虻川 遼太朗 アブカワ リョウタロウ ルーキーらしく、フルパンプでかまします！

127 山崎 一輝 ヤマサキ カズキ

　■168㎝以下級 （19名）

NO 選手からのコメント

128 蓑毛 壮馬 ミノモ ソウマ マッスルゲート たーのーしーみーーーー

129 嵐 建太 アラシ ケンタ
7月10日のJBBF北海道大会では満足のいく結果にはならなかったのでマッスルゲートでは自分に負けないように努力して挑みます。よろしくお願い致し

ます。

130 長尾 渓汰 ナガオ ケイタ 優勝目指して頑張ります。

131 菊地 慎矢 キクチ シンヤ 初めてですが頑張ります！

132 西田 哲也 ニシダ テツヤ 失恋を機にボディメイク（トレーニング）を始めて2年まだまだ新米ですが、これからも本気でトレーニング頑張ります！

133 宮村 敏洋 ミヤムラ トシヒロ 年齢に負けずに頑張ります。

134 上野 瀬夏 ウエノ セナ

135 中山 佑一郎 ナカヤマ ユウイチロウ トレーニングが大好きです！初出場ですが精一杯アピールしたいです！

136 森本 祐史 モリモト ユウジ

137 小野 翔 オノ ショウ 初コンテストなので頑張ります！

138 松原 大貴 マツハラ ヒロキ

139 高坂 陸 タカサカ リク 初めての大会を楽しみたいと思います

140 松原 大貴 マツハラ ヒロキ

141 浅水 海人 アサミズ カイト コンテスト初なので楽しみます！！

142 桝田 泰史 マスダ ヤスフミ 頑張りき

143 小原 颯太 オバラ ソウタ 大会後に美味しい物を沢山食べるのが楽しみで仕方ない！！勝って沢山食べるぞー！

144 福田 誠弥 フクダ セイヤ

145 菊地 拓也 キクチ タクヤ

146 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

　■172㎝以下級 （14名）

NO 選手からのコメント

147 毛内 渉太 モウナイ ショウタ 今年もよろしくお願いします！

148 氏家 成生 ウジイエ マサタカ 優勝して、全国の強者と闘いに行きたいと思います。

149 鈴木 大輝 スズキ タイガ

150 今野 悦志 コンノ エツシ 頑張ります。

151 安久 友規 アグ ユウキ 大変な状況の中、開催して頂きありがとうございます。この貴重な経験を、無駄にしないように全力で頑張ります。

152 吉田 大騎 ヨシダ ダイキ
今年度札幌で行われた他大会のフィジーク大会に初出場し、ボディコンテストの楽しさを知りました。より自身を心身共に成長させていくために、この

マッスルゲートさんで自分がどこまでいけるか挑戦します。よろしくお願いします。

153 大木 慎吾 オオキ シンゴ もう出場します(´_ゝ`)

154 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 初出場。後悔がないようやりきります

155 田屋 明 タヤ アキラ

156 三上 陽平 ミカミ ヨウヘイ 初めてのフィジークの大会ですが、今まで頑張ってきた成果をしっかりと発揮するためにステージを全力で楽しむ気持ちを持って臨みます！

157 原 尚哉 ハラ ナオヤ 初めてのフィジーク大会です全力で楽しみます

158 田村 幸也 タムラ コウヤ

159 小瀬 蓮 コセ レン フィジーク初挑戦です。よろしくお願いします！

160 谷口 康太 タニグチ コウタ
兄が今年のJBBF北海道大会で初出場でメンズフィジーククラス別で準優勝しました。自分も初出場ですが負けないように頑張ってきました。優勝目指し

て頑張ります。

　■176㎝以下級 （17名）

NO 選手からのコメント

161 宮原 翔太 ミヤハラ ショウタ 楽しみます！

162 山田 聖將 ヤマダ キヨマサ

163 若原 慧 ワカハラ サトシ

164 山本 健土 ヤマモト ケント

165 熊澤 雄也 クマザワ ユウヤ

166 坪田 秀伍 ツボタ シュウゴ ゴールドジム スタッフ亀田さんのご指導の元日々鍛錬してきたのでお披露目できれば嬉しいです。

167 南條 理森 ナンジョウヨシモリ 1日の睡眠時間3時間。寝るまも惜しんでトレーニングしました。

168 浦上 親太郎 ウラカミ シンタロウ 初めての北海道、楽しみます

169 吉田 憲生 ヨシダ ノリオ

170 山本 倫大 ヤマモト トモキ 獣医学生として頑張ります！

171 白浜 功大 シラハマ コウダイ コンテスト初挑戦、頑張ります！

172 堀 龍聖 ホリ リュウセイ 初出場です！頑張ります。

173 剣地 博幸 ケンチ ヒロユキ 初のボディコンテストです。楽しんで望みたいと思います。よろしくお願いします。

174 濱砂 憲介 ハマスナ ケンスケ

175 宮川 福之 ミヤカワ フクユキ 人生一度はやってみたかった！自分との戦いも大変でしたが、サポートしてくれた人に感謝してます！

176 杉本 裕星 スギモト ユウセイ 初めての大会、頑張ります。

氏名 カタカナ
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177 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

　■176㎝超級 （20名）

NO 選手からのコメント

178 笹原 功貴 ササハラ コウキ

179 坂内 優悟 バンナイ ユウゴ

180 渋谷 瑛一 シブヤ エイイチ 見てるのは頂点のみ。ボディメイクの真髄ここにあり。

181 石井 圭 イシイ ケイ 頑張りマッスル！

182 澤口 聖 サワグチ セイ

183 河瀬 寛三 カワセ トモゾウ

184 浅原 聖 アサハラ サトル

185 谷口 慶太 タニグチ ケイタ ステージを楽しみます！

186 加藤 貴康 カトウ タカヤス がんばります

187 木村 達 キムラ イタル

188 大城 翔太朗 オオシロ ショウタロウ コンテスト初出場なので頑張ります！Audi札幌南で営業してますのでお待ちしております。

189 播野 健人 ハリノ ケント 札幌生まれ、この大会の為千葉から来ました。ボディコンテスト初出場です！

190 佐藤 海将 サトウ カイト 全力で頑張ります。

191 小方 昌平 オガタ ショウヘイ

192 高島 大輔 タカシマ ダイスケ 初出場です。がんばります。

193 大木 航太 オオキ コウタ 湘南からはるばるやってきました！トロフィーを持ち帰ります

194 鈴木 晴登 スズキ ハルト
今回が人生で初めてのステージになります。トリプルエントリーさせていただきましたが全部全力で勝ちにいきます！また、今まで支えてくれた家族や

仲間への感謝、同じステージで戦う選手への敬意を忘れずに楽しみたいと思います！

195 山形 悠星 ヤマガタ ユウセイ 頑張ります

196 高田 祥帆 タカダ ヨシホ
筋肉と音楽の二刀流を心がけ、札幌を拠点として「フィットネス系シンガーソングライター」を名乗っている。ギター弾き語りをメインに作詞作曲も行

なっております。そしてトレーニングも全力と今札幌で最も暴れている男です。

197 伊藤 弘志 イトウ ヒロユキ

【クラシックフィジーク】

　■新人の部 （4名）

NO 選手からのコメント

198 牛山 恭太 ウシヤマ キョウタ
普段はパワーリフティング選手として大会に出ています！！BIG3を軸に作ってきた体がどのような評価をいただけるのか楽しみです！！全力で楽しみま

す！

199 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

200 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

201 安喜 俊矢 アキ シュンヤ

　■大学生の部 （4名）

NO 選手からのコメント

202 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

203 虻川 遼太朗 アブカワ リョウタロウ ルーキーらしく、フルパンプでかまします！

204 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

205 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル れーっつごーーー日体大！！！

　■168㎝以下級 （5名）

NO 選手からのコメント

206 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 全力で参加します！よろしくお願いします！

207 橋本 龍之介 ハシモト リュウノスケ

208 牛山 恭太 ウシヤマ キョウタ
普段はパワーリフティング選手として大会に出ています！！BIG3を軸に作ってきた体がどのような評価をいただけるのか楽しみです！！全力で楽しみま

す！

209 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

210 虻川 遼太朗 アブカワ リョウタロウ ルーキーらしく、フルパンプでかまします！

　■175㎝以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

211 小坂 寛人 コサカ ヒロト 時は来た。それだけだ。

212 原 啓一郎 ハラ ケイイチロウ

213 福田 蒼 フクダ アオ 一生懸命がんばります。

214 若原 慧 ワカハラ サトシ

215 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

216 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル れーっつごーーー日体大！！！

　■175㎝超級 （1名）

NO 選手からのコメント

217 河瀬 寛三 カワセ トモゾウ

【ボディビル】

　■新人の部 （7名）

NO 選手からのコメント

218 近藤 雅人 コンドウ マサト

219 住澤 徹哉 スミザワ テツヤ 初めての大会楽しみたいと思います！

220 竹内 信彦 タケウチ ノブヒコ 初めて大会に出場します。ステージの雰囲気を楽しみつつ日々の努力の成果を披露できるよう頑張ります！

221 牛山 恭太 ウシヤマ キョウタ
普段はパワーリフティング選手として大会に出ています！！BIG3を軸に作ってきた体がどのような評価をいただけるのか楽しみです！！全力で楽しみま

す！

222 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

223 佐久間 海斗 サクマ カイト 勝つ！！

224 堀部 康太 ホリベ コウタ 初めてのコンテストで緊張していますが、自分を信じて精一杯頑張りたいと思います。

　■ジュニアの部 （8名）

NO 選手からのコメント

225 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

226 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル れーっつごーーー日体大！！！

227 嶋野 淳志 シマノ アツシ

228 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

229 水越 達也 ミズコシ タツヤ 初挑戦ですが頑張ります！！

230 鈴木 理矩 スズキ リク 初大会ですが、優勝目指して頑張ります！

231 安喜 俊矢 アキ シュンヤ

232 佐久間 海斗 サクマ カイト 勝つ！！

　■マスターズの部 （2名）

NO 選手からのコメント
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233 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ
昨年、始めてエントリーさせて頂き、いろいろ反省する点が有りました。今年はその辺を踏まえトレーニングして参りました。今年は去年以上の結果を

出せれるように頑張りたいと思います

234 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

　■大学生の部 （3名）

NO 選手からのコメント

235 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル れーっつごーーー日体大！！！

236 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

237 山崎 一輝 ヤマサキ カズキ

　■65kg以下級 （7名）

NO 選手からのコメント

238 片伯部 貢平 カタカベ コウヘイ 全力で参加します！よろしくお願いします！

239 橋本 龍之介 ハシモト リュウノスケ

240 川田 聖侃 カワタ マサヤ 学生最後の大会ということで、出たいカテゴリーは全て出ます。

241 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル れーっつごーーー日体大！！！

242 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ
昨年、始めてエントリーさせて頂き、いろいろ反省する点が有りました。今年はその辺を踏まえトレーニングして参りました。今年は去年以上の結果を

出せれるように頑張りたいと思います

243 近藤 雅人 コンドウ マサト

244 住澤 徹哉 スミザワ テツヤ 初めての大会楽しみたいと思います！

　■70kg以下級 （6名）

NO 選手からのコメント

245 兵頭 祐樹 ヒョウドウユウキ 今日は私の30歳の誕生日です！30代の良いスタートを切れる様に頑張ります！

246 小坂 寛人 コサカ ヒロト 時は来た。それだけだ。

247 福田 蒼 フクダ アオ 一生懸命がんばります。

248 飯塚 勝美 イイツカ カツミ

249 竹内 信彦 タケウチ ノブヒコ 初めて大会に出場します。ステージの雰囲気を楽しみつつ日々の努力の成果を披露できるよう頑張ります！

250 牛山 恭太 ウシヤマ キョウタ
普段はパワーリフティング選手として大会に出ています！！BIG3を軸に作ってきた体がどのような評価をいただけるのか楽しみです！！全力で楽しみま

す！

　■75kg以下級 （3名）

NO 選手からのコメント

251 若原 慧 ワカハラ サトシ

252 嶋野 淳志 シマノ アツシ

253 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ

　■75kg超級 （3名）

NO 選手からのコメント

254 佐藤 勇次 サトウ ユウジ 経験は浅いですが頑張ります

255 石井 圭 イシイ ケイ 頑張りマッスル！

256 水越 達也 ミズコシ タツヤ 初挑戦ですが頑張ります！！

※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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