
【ビキニ】

　■35歳未満158㎝以下級 （1名）

NO ローマ字 コメント

1 及川 真由 オイカワ マユ Oikawa Mayu
筋肉と努力は裏切らない！を証明してみせます！それと同時にステージに立てることや色んな人への感謝を忘れず最高の日に

する！

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

NO ローマ字 コメント

2 日比 佑伊子 ヒビ ユイコ Yuiko Hibi 生まれ故郷の札幌で初めての大会です！頑張ります！

　■35歳以上160㎝以下級 （3名）

NO ローマ字 コメント

3 千葉 美里 チバ ミサト CHIBA MISATO
座右の銘は『現状維持は退化の始まり』。さらに進化できるように出場を決めました！大会は初めてです。思う存分楽しみま

す！

4 鈴木 恵美子 スズキ エミコ Suzuki  Emiko

5 目谷 久美子 メヤ クミコ Kumiko Meya

トレーニングを始めて 年齢関係なくどんどん体つきが変わる自分に喜びを感じ 大会を目標に日々取り組んでおりました コロ

ナの影響で沢山の大会が中止となる中このような大会を開催して頂き また目標を持つ事ができ感謝しております私の初ステー

ジとなります 一生の思い出になる事でしょう 華を咲かせたいと思います

　■35歳以上160㎝超級 （3名）

NO ローマ字 コメント

6 本間 亜沙美 ホンマ アサミ Asami Homma

7 末永 絵梨子 スエナガ エリコ Eriko Suenaga

ビキニ大会はこちらが初挑戦になります。未知なる世界に今から期待と不安、楽しみと緊張が交錯しています。大会では等身

大の自分らしさを大切にし、新しい自分を発見できる素晴らしい経験になると信じて楽しませて頂きたいと思っております。

コロナウイルスの影響でこんなご時世ですが、素晴らしい機会を与えて下さった方々に感謝です。

8 本田 麻友子 ホンダ マユコ Mayuko Honda
札幌での開催ありがとうございます。ボディメイクの楽しさをステージで表現できたらと思います。初の大会、楽しめるよ

う、がんばります！

【メンズフィジーク】

　■新人の部 （31名）

NO ローマ字 コメント

9 川田 聖侃 カワタ マサヤ Kawata Masaya がんばるぞー！！！

10 近藤 雅人 コンドウ マサト KONDO MASATO

11 岩本 基 イワモト ハジメ Iwamoto Hajime

12 熊谷 太司 クマガイ タイシ Kumagai Taishi
憧れの舞台にようやく立つことができて嬉しいです！まだまだ半人前の体ですが、自分にとってはこの1年間の集大成です！ト

レーニングについて右も左も分からぬ若人ではありますが、精一杯全力を出したいと思います！

13 毛内 渉太 モウナイ ショウタ Monai Shota

14 杉本 勇仁 スギモト ユウト スギモトユウト フィジーク初参戦ですが入賞できるように頑張ります

15 滝口 竜生 タキグチ リュウセイ Takiguchi Ryusei 初めての大会なので全力で楽しみます！

16 鄭 智潤 チョン ジユン Chon jiyun

17 伊藤 弘志 イトウ ヒロユキ Ito Hiroyuki

18 森倉 航夜 モリクラ コウヤ Morikura kouya

19 柄本 一臣 エモト カズオミ Emoto Kazuomi 頑張ります

20 山形 悠星 ヤマガタ ユウセイ Yamagata Yusei

21 中村 雄貴 ナカムラ ユウキ Nakamura Yuki 1位目指して頑張ります

22 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ ISHIZUKA MASAKI

23 國次 英輔 クニツグ エイスケ Kunitsugu Eisuke 北海道大学水産学部柔道部かつ相撲部一年國次英輔勝手に減量してごめんなさい

24 長尾 渓汰 ナガオ ケイタ Nagao Keita フィジークの新人の部とカテゴリー優勝します！

25 鈴木 唯音 スズキ ユオン Suzuki Yuon

26 野中 龍 ノナカ リュウ nonaka ryu 初めてですが絞りきって会場を沸かせます！

27 二村 凌生 フタムラ リョウセイ Futamata Ryosei

28 江成 慧斗 エナリ ケイト Enari Keito

29 矢口 直人 ヤグチ ナオト yaguchi naoto
初めての大会の為不安と楽しみがありなんとも言えない気持ちになっておりますが、今年の良い思い出になるように頑張りた

いです。

30 道下 開斗 ミチシタ カイト MichishitaKaito 頑張ります

31 大木 慎吾 オオキ シンゴ Ohki Shingo 大会に向けて毎日頑張ってきました(´_ゝ`)

32 最上 拳士朗 モガミ ケンシロウ Mogami Kenshirou 頑張ります

33 泉 智己 イズミ トモキ Izumi Tomoki

34 伊田 竜麻 イダ タツマ Ida Tatsuma

35 橋本 優介 ハシモト ユウスケ Hashimoto Yusuke テストステロンを全てこの世の底に置いてきました。チカパシという名にかけてこの大舞台に立ちます

36 香川 颯太 カガワ ソウタ sota kagawa

37 池崎 拓人 イケザキ タクト Ikezaki Takuto 会場で一番目立ちます。ここから世界に羽ばたきます。

38 保科 亮太 ホシナ リョウタ Ryota Hoshina 初めてで緊張しますが頑張ります

39 山根 良太 ヤマネ リョウタ yamane ryota
半年かけて減量してきましたがコロナの影響で次々と大会が延期となりました。そんな中札幌で大会を開催頂きありがとうご

ざいます。半年間の減量が無駄にならないよう全力で頑張ります。よろしくお願い致します。

　■マスターズ172㎝以下級 （3名）

NO ローマ字 コメント

40 大木 慎吾 オオキ シンゴ Ohki Shingo 大会に向けて毎日頑張ってきました(´_ゝ`)

41 柴垣 俊徳 シバガキ トシノリ Shibagaki Toshinori
かつて1年間暮らした事のある札幌で、今も親交のある友達や仲間の前で、57歳でもまだまだ進化できるんだ！！という、精一

杯のパフォーマンスを披露したいと思います。

42 藤井 和哉 フジイ カズヤ Fujii Kazuya

９月で６１歳になりました。筋トレとマラソンが趣味です。今年はコロナでジムは２月から休会、７月にトレーニングを再開

しました。9/6のベストボディジャパン札幌大会レジェンドクラスに出ました。1名の参加でグランプリでした。年々、体力が

落ちてきますが、トレーニングを続けて健康を保っています。十分なトレーニングができていませんが、自分に気合を入れる

ため思い切ってチャレンジさせて頂きます。

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

10/4マッスルゲート札幌　エントリーリスト



　■マスターズ172㎝超級 （3名）

NO ローマ字 コメント

43 宮嶋 馨 ミヤジマ カオル miyajima kaoru

44 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ Aoki Yohei 生まれの地札幌でメダルを獲るぞ！

45 松井 秀輔 マツイ シュウスケ Matsui Shusuke 職場、家族の協力なしではここには立てませんでした。感謝しています。

　■168㎝以下級 （10名）

NO ローマ字 コメント

46 長尾 渓汰 ナガオ ケイタ Nagao Keita 初めてですけど頑張ります

47 森 優陽 モリ ユウヒ Mori Yuhi 初出場ですが頑張ります。

48 一戸 洸 イチノヘ コウ itinohe kou

49 伊藤 公彦 イトウ キミヒコ Kimihiko Ito フィジーカーとしては決して若くは無いですが同世代の方達に少しでも勇気を与えられるように精一杯頑張ります！

50 羽成 玄汰 ハナリ ゲンタ Hanari Genta

51 上野 友暉 ウエノ トモキ Tomoki Ueno

52 佐藤 純平 サトウ ジュンペイ Sato Junpei

53 伊藤 圭祐 イトウ ケイスケ Keisuke Ito 大会の雰囲気を楽しみます！

54 保科 亮太 ホシナ リョウタ Ryota Hoshina 初めてで緊張しますが頑張ります

55 山根 良太 ヤマネ リョウタ yamane ryota
半年かけて減量してきましたがコロナの影響で次々と大会が延期となりました。そんな中札幌で大会を開催頂きありがとうご

ざいます。半年間の減量が無駄にならないよう全力で頑張ります。よろしくお願い致します。

　■172㎝以下級 （15名）

NO ローマ字 コメント

56 近藤 雅人 コンドウ マサト KONDO MASATO

57 岡田 竜也 オカダ タツヤ Okada Tatsuya YouTuberのOka fitnessです！

58 今野 悦志 コンノ エツシ Konno Etsushi 優勝します

59 萱原 駿 カヤハラ シュン Kayahara Shun よっしゃ

60 鈴木 翔太 スズキ ショウタ suzuki shota 初出場。減量をともにしてきた仲間と頑張る。

61 毛内 渉太 モウナイ ショウタ Monai Shota 初めての大会ですが頑張ります！

62 丸山 瑞貴 マルヤマ ミズキ Maruyama Mizuki フィジーク初参加なので頑張ります！

63 舩橋 崇 フナハシ タカシ Funahashi Takashi トレーニング歴1年半で初大会なので、全力を尽くしてとにかく笑顔で楽しみたいと思います。

64 島守 勇多 シマモリ ユウタ shimamori yuta

65 原 啓一郎 ハラ ケイイチロウ Hara Keiichiro 精一杯頑張ります！滋賀県のフィットネスを盛り上げたい！！

66 佐久間 遼 サクマ リョウ Sakuma Ryo 絞り切って、最高のコンディションでステージに立ちます！

67 佐藤 澄弥 サトウ スミヤ Sato Sumiya

68 大木 慎吾 オオキ シンゴ Ohki Shingo 大会に向けて毎日頑張ってきました(´_ゝ`)

69 矢口 直人 ヤグチ ナオト yaguchi naoto
初めての大会の為不安と楽しみがありなんとも言えない気持ちになっておりますが、今年の良い思い出になるように頑張りた

いです。

70 道下 開斗 ミチシタ カイト MichishitaKaito 頑張ります

　■176㎝以下級 （11名）

NO ローマ字 コメント

71 山口 飛来 ヤマグチ ヒライ Yamaguchi Hirai

72 奥津 大和 オクツ ヤマト Okutsu Yamato 悔いの残らないように頑張ります。

73 山田 聖將 ヤマダ キヨマサ Yamada Kiyomasa

74 塚本 健太 ツカモト ケンタ Tsukamoto Kenta 楽しみたいと思います！

75 小坂 寛人 コサカ ヒロト Kosaka Hiroto 時は来た。それだけだ。

76 阿部 裕也 アベ ユウヤ Abe Yuya

77 宮原 翔太 ミヤハラ ショウタ shota miyahara 当たって砕けます。

78 多田 紘基 タダ コウキ Tada Koki

79 安倍 貴博 アンバイ タカヒロ Ambai Takahiro

80 香川 颯太 カガワ ソウタ sota kagawa

81 池崎 拓人 イケザキ タクト Ikezaki Takuto 会場で一番目立ちます。ここから世界に羽ばたきます。

　■176㎝超級 （9名）

NO ローマ字 コメント

82 増井 祐人 マスイ ユウト Masui Yuto

83 牛 暁博 ギュウ ギョウハク Niu Xiaobo 北大の工学院博士一年生です

84 武本 泰幸 タケモト ヤスユキ takemoto yasuyuki 一年の成果をぶつけ、ステージを楽しみます。

85 笹原 功貴 ササハラ コウキ SASAHARA KOHKI

昨年末に脳腫瘍を患い、12時間にも及ぶ手術をし、奇跡的に助かりました。同じ病気で今も尚、闘ってる人々や昨今のコロナ

の影響や誹謗中傷により、自ら命を絶つ人など、世間は暗いニュースが多いですが…勇気と希望を、生きていればきっと良い

ことがある、と微力ながら自らの経験を元に体現したいと思います。

86 谷口 慶太 タニグチ ケイタ Taniguchi Keita 初めてのフィジークなので、楽しみます

87 宮嶋 馨 ミヤジマ カオル miyajima kaoru

88 最上 拳士朗 モガミ ケンシロウ Mogami Kenshirou 頑張ります

89 泉 智己 イズミ トモキ Izumi Tomoki

90 伊田 竜麻 イダ タツマ Ida Tatsuma

【ボディフィットネス】
　■45歳未満の部 （1名）

NO ローマ字 コメント

91 清水 恵 シミズ メグミ Shimizu Megumi 今年は一度は諦めた大会への出場にあたり、喜びを感じております。応援よろしくお願いします。

【クラシックフィジーク】
　■新人の部 （2名）

NO ローマ字 コメント

92 嶋野 淳志 シマノ アツシ Shimano Atsushi 昨年体重をどこまで増やせるか試し、年明けからは約40キロ減量し今回大会に挑みます。宜しくお願い致します

93 佐々木 智弘 ササキ トモヒロ Sasaki Tomohiro 早くドーナツが食べたいです！

　■168㎝以下級 （1名）

NO ローマ字 コメント

94 宮里 佑貴 ミヤザト ユウキ Yuuki Miyazato

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名



　■175㎝以下級 （３名）

NO ローマ字 コメント

95 原 啓一郎 ハラ ケイイチロウ Hara Keiichiro 精一杯頑張ります！滋賀県のフィットネスを盛り上げたい！！

96 佐々木 功 ササキ イサオ sasaki isao
今年は大会が、全て中止となり、この様な機会を与えて頂き大変ありがとうございます。本日は応援の妻と一緒に楽しみたい

と思います。

97 横關 裕二 ヨコゼキ ユウジ Yokozeki Yuji

【ボディビル】
　■新人の部 （7名）

NO ローマ字 コメント

98 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ Ishizuka Masaki 還暦を迎え 長年のトレーニングの成果を発揮したいと思います。

99 宍戸 廉 シシド レン Shishido Ren 初大会なので緊張しますが今できる全力をぶつけます。

100 小原 勇太 コハラ ユウタ Kohara Yuta 気持ち。

101 小瀬 蓮 コセ レン koseren 高校生になって最初で最後の大会なので思い出作りのために来ました！全力で楽しみます！

102 佐藤 蓮 サトウ レン SatoRen 全力でがんばりマッスル

103 嶋野 淳志 シマノ アツシ Shimano Atsushi 昨年体重をどこまで増やせるか試し、年明けからは約40キロ減量し今回大会に挑みます。宜しくお願い致します

104 高橋 強 タカハシ ツヨシ TakahashiTsuyoshi 初めての減量頑張ります

　■ジュニア（23歳以下） （5名）

NO ローマ字 コメント

105 岡田 竜也 オカダ タツヤ Okada Tatsuya YouTuberのOka fitnessです！

106 重岡 赳瑠 シゲオカ タケル Shigeoka Takeru 鈴木雅さんに憧れた高校生です。皆さんよろしくお願いします。

107 宍戸 廉 シシド レン Shishido Ren 初大会なので緊張しますが今できる全力をぶつけます。

108 川田 聖侃 カワタ マサヤ Kawata Masaya がんばるぞー！！！

109 小瀬 蓮 コセ レン koseren 高校生になって最初で最後の大会なので思い出作りのために来ました！全力で楽しみます！

　■50歳以上 （5名）

NO ローマ字 コメント

110 佐々木 功 ササキ イサオ sasaki isao
今年は大会が、全て中止となり、この様な機会を与えて頂き大変ありがとうございます。本日は応援の妻と一緒に楽しみたい

と思います。

111 藤本 和正 フジモト カズマサ FUJIMOTO KAZUMASA 来年またがんばります

112 加藤 充 カトウ ミツル kato mitsuru

113 田原 清光 タハラ キヨミツ TAHARA KIYOMITSU

 このような大会を開催する努力をしてくれて本当にありがとうございました自分は北海道室蘭市出身で札幌にも住んで働いた

こともあります 第二の故郷ですこの地でいつかボディビルの大会に出場するのは夢でした マッスルゲート札幌大会ベストを尽

くします

114 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ Ishizuka Masaki 還暦を迎え 長年のトレーニングの成果を発揮したいと思います。

　■65㎏以下級 （6名）

NO ローマ字 コメント

115 小原 靖訓 オバラ ヤスノリ Obara Ｙasunori 優勝を狙います！

116 中野 雅貴 ナカノ マサキ Nakano Masaki 優勝する！！！そして、今夜は北海道の幸を食べ尽くします！！！

117 宮里 佑貴 ミヤザト ユウキ Yuuki Miyazato

118 加藤 充 カトウ ミツル kato mitsuru

119 田原 清光 タハラ キヨミツ TAHARA KIYOMITSU

新型コロナウイルス感染拡大防止の為 2ヶ月間ゴールドジムは営業休止されましたが営業休止前や今現在もゴールドジムス

タッフの皆さんはある意味新型コロナウイルスの感染に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

そんななか このような大会を開催する努力をしてくれて本当にありがとうございました自分は北海道室蘭市出身で札幌にも住

んで働いたこともあります 第二の故郷ですこの地でいつかボディビルの大会に出場するのは夢でした マッスルゲート札幌大会

ベストを尽くします

120 石塚 雅樹 イシヅカ マサキ Ishizuka Masaki 還暦を迎え 長年のトレーニングの成果を発揮したいと思います。

　■75㎏以下級 （3名）

NO ローマ字 コメント

121 横關 裕二 ヨコゼキ ユウジ Yokozeki Yuji

122 宍戸 廉 シシド レン Shishido Ren 初大会なので緊張しますが今できる全力をぶつけます。

123 小原 勇太 コハラ ユウタ Kohara Yuta 気持ち。

　■75㎏超級 （2名）

NO ローマ字 コメント

124 鈴木 総司 スズキ ソウシ Suzuki Soshi 頑張ります。

125 高橋 強 タカハシ ツヨシ TakahashiTsuyoshi 初めての減量頑張ります

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


