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1 中村　秀明 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾃﾞｱｷ 55 男 フル男子Ｅ PIAA-FUGAKU

2 山内　博幸 ﾔﾏｳﾁ　ﾋﾛﾕｷ 44 男 フル男子Ｄ Coggy da Ore

3 又井　忠美 ﾏﾀｲ　ﾀﾀﾞﾐ 56 男 ハーフ男子Ｅ ｱｲｱﾝｽﾞ大曲

4 大森　隆昌 ｵｵﾓﾘ　ﾀｶﾏｻ 52 男 ハーフ男子Ｅ

5 吉松　朋弥 ﾖｼﾏﾂ  ﾄﾓﾔ 34 男 フル男子Ｃ GruppoChicorissimo

6 小野寺　丈志 ｵﾉﾃﾞﾗ  ﾀｹｼ 36 男 フル男子Ｃ Club Ciclista Kesennuma

7 海老　徹 ｴﾋﾞ  ﾄｵﾙ 35 男 フル男子Ｃ

8 大場　将 ｵｵﾊﾞ　ﾏｻﾙ 47 男 フル男子Ｄ

9 田中　博隆 ﾀﾅｶ  ﾋﾛﾀｶ 33 男 フル男子Ｃ TEAMY

10 川瀬　吉彦 ｶﾜｾ  ﾖｼﾋｺ 42 男 フル男子Ｄ

11 小菅　敏之 ｺｽｹﾞ  ﾄｼﾕｷ 35 男 フル男子Ｃ TEAM 親輪社

12 伊藤　ゆかり ｲﾄｳ  ﾕｶﾘ 46 女 フル女子 ﾁｰﾑ鳥忠

13 伊藤　忠幸 ｲﾄｳ  ﾀﾀﾞﾕｷ 49 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ鳥忠

14 髙木　冬夫 ﾀｶｷﾞ  ﾌﾕｵ 43 男 フル男子Ｄ Beach 10% 有

15 山木　豊 ﾔﾏｷ  ﾕﾀｶ 36 男 フル男子Ｃ

16 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 33 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

17 原田　篤志 ﾊﾗﾀﾞ　ｱﾂｼ 35 男 フル男子Ｃ ｱﾙﾍﾟﾝﾏｰｶｰ

18 島崎　朋司 ｼﾏｻｷ　ﾄﾓｼﾞ 51 男 フル男子Ｅ

19 土屋　茂 ﾂﾁﾔ　ｼｹﾞﾙ 57 男 フル男子Ｅ

20 樋口　達也 ﾋｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ 30 男 フル男子Ｃ Wanderlust

21 山本　洋一 ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｳｲﾁ 58 男 フル男子Ｅ ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾄﾗｲﾌﾟ

22 加藤　雅史 ｶﾄｳ　ﾏｻｼ 42 男 フル男子Ｄ ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟしびれ隊1 有

23 門倉　良太 ｶﾄﾞｸﾗ　ﾘｮｳﾀ 39 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑﾍﾞｲﾊﾟｰ

24 髙橋　祐樹 ﾀｶﾊｼ　ﾏｻｷ 36 男 フルＭＴＢ男子

25 斎藤　充 ｻｲﾄｳ　ﾐﾂﾙ 58 男 フル男子Ｅ Vitesse

26 細谷　祐作 ﾎｿﾔ　ﾕｳｻｸ 72 男 フル男子Ｅ

27 須釜　清治 ｽｶﾞﾏ　ｾｲｼﾞ 43 男 フル男子Ｄ

28 瀬戸山　裕子 ｾﾄﾔﾏ　ﾕｳｺ 36 女 ハーフ女子 ﾁｰﾑPASSO

29 瀬戸山　春輝 ｾﾄﾔﾏ　ﾊﾙｷ 37 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑPASSO

30 下澤　光男 ｼﾓｻﾞﾜ　ﾐﾂｵ 33 男 フル男子Ｃ cerhio～ﾁｪﾙｷｵ

31 浅沼　浩之 ｱｻﾇﾏ　ﾋﾛﾕｷ 41 男 フル男子Ｄ 飛ばす都ﾊﾞｽ

32 永沼　正 ﾅｶﾞﾇﾏ　ﾀﾀﾞｼ 48 男 フルＭＴＢ男子 Team奥州

33 後藤　宗智 ｺﾞﾄｳ　ﾑﾈﾄﾓ 36 男 チャンピオン なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ

34 加藤　禎二郎 ｶﾄｳ　ﾃｲｼﾞﾛｳ 50 男 フル男子Ｅ Team DASTY

35 吉岡　清隆 ﾖｼｵｶ　ｷﾖﾀｶ 44 男 フル男子Ｄ
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36 大久保　勝己 ｵｵｸﾎﾞ　ｶﾂﾐ 42 男 フル男子Ｄ

37 梅沢　広志 ｳﾒｻﾜﾋﾛｼ 58 男 フル男子Ｅ

38 斎藤　忠浩 ｻｲﾄｳ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 47 男 ハーフ男子Ｄ

39 竹内　雅廣 ﾀｹｳﾁ　ﾏｻﾋﾛ 53 男 フル男子Ｅ ジョバリィー

40 相良　勝彦 ｻｶﾞﾗ　ｶﾂﾋｺ 60 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑWADA

41 海宝　伸二郎 ｶｲｵｳ　ｼﾝｼﾞﾛｳ 32 男 フル男子Ｃ

42 佐藤　孝明 ｻﾄｳ　ﾀｶｱｷ 31 男 フル男子Ｃ 東京電力 有

43 大和　雅幸 ﾔﾏﾄ　ﾏｻﾕｷ 33 男 フル男子Ｃ 東京電力 有

44 佐藤　雄一 ｻﾄｳ　ﾕｳｲﾁ 34 男 フル男子Ｃ 東京電力 有

45 松原　雄二 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾕｳｼﾞ 44 男 フル男子Ｄ つるかめ輪友会

46 祖父江　秀章 ｿﾌｴ　ﾋﾃﾞｱｷ 54 男 フル男子Ｅ

47 石田　卓也 ｲｼﾀﾞ  ﾀｸﾔ 40 男 チャンピオン クラブアスリート

48 古澤　勝 ﾌﾙｻﾜ  ﾏｻﾙ 32 男 チャンピオン

49 鈴木　確治 ｽｽﾞｷ  ｶｸｼﾞ 60 男 ハーフ男子Ｅ ﾌﾞﾙｰﾒ.60

50 押山　知弘 ｵｼﾔﾏ  ﾄｼﾋﾛ 35 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑｵｼｲｰ

51 毛利　実 ﾓｳﾘ  ﾐﾉﾙ 39 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑぶんぶん

52 佐藤　工 ｻﾄｳ  ﾀｸﾐ 45 男 ハーフ男子Ｄ

53 冨手　壮一 ﾄﾐﾃ  ｿｳｲﾁ 43 男 フル男子Ｄ 宮野目ｸﾗﾌﾞ

54 片山　誠治 ｶﾀﾔﾏ  ｾｲｼﾞ 58 男 ハーフ男子Ｅ

55 勝田　賢一 ｶﾂﾀ  ｹﾝｲﾁ 53 男 フル男子Ｅ

56 荒木　登 ｱﾗｷ  ﾉﾎﾞﾙ 43 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

57 大和田　茂 ｵｵﾜﾀﾞ  ｼｹﾞﾙ 43 男 フル男子Ｄ

58 花塚　雅人 ﾊﾅﾂﾞｶ  ﾏｻﾋﾄ 37 男 フル男子Ｃ

59 藤井　晃 ﾌｼﾞｲ  ｺｳ 47 男 ハーフ男子Ｄ SHOWA.R.F

60 藤井　翼 ﾌｼﾞｲ  ﾂﾊﾞｻ 16 男 ハーフ男子Ａ SHOWA.R.F

61 大槻　嵩弘 ｵｵﾂｷ  11 男 小学生ロード ﾁｰﾑＢＭﾚｰｼﾝｸﾞあひる組

62 大槻　智晴 ｵｵﾂｷ  ﾄﾓﾊﾙ 12 男 ハーフジュニア ﾁｰﾑＢＭﾚｰｼﾝｸﾞあひる組

63 大槻　洋子 ｵｵﾂｷ  ﾖｳｺ 40 女 ハーフ女子 ﾁｰﾑＢＭﾚｰｼﾝｸﾞあひる組

64 大槻　昌義 ｵｵﾂｷ  ﾏｻﾖｼ 43 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑＢＭﾚｰｼﾝｸﾞあひる組

65 太田　通高 ｵｵﾀ  ﾐﾁﾀｶ 47 男 フル男子Ｄ Team WINNER

66 佐藤　武志 ｻﾄｳ  ﾀｹｼ 59 男 フル男子Ｅ

67 小木　貴宏 ｵｷﾞ  ﾀｶﾋﾛ 33 男 フル男子Ｃ TTR 有

68 後藤　賢吾 ｺﾞﾄｳ  ｹﾝｺﾞ 53 男 ハーフ男子Ｅ

69 高橋　政光 ﾀｶﾊｼ  ﾏｻﾐﾂ 42 男 フル男子Ｄ

70 青木　雅一 ｱｵｷ  ﾏｻｶｽﾞ 46 男 フル男子Ｄ
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71 田澤　聡 ﾀｻﾞﾜ  ｻﾄｼ 42 男 フル男子Ｄ いや探ﾚｰｽ部

72 鎌田　有子 ｶﾏﾀﾞ  ﾕｳｺ 46 女 ハーフ女子

73 石川　重貴 ｲｼｶﾜ  ｼｹﾞﾀｶ 40 男 ハーフ男子Ｄ

74 武田　宣輝 ﾀｹﾀﾞ  ﾉﾘｱｷ 40 男 フル男子Ｄ SEKIみちのく

75 長澤  豊 ﾅｶﾞｻﾜ  ﾕﾀｶ 40 男 フル男子Ｄ ちりりんＲＣ

76 五日市　芳徳 ｲﾂｶｲﾁ  ﾖｼﾉﾘ 35 男 フル男子Ｃ

77 高橋　真基 ﾀｶﾊｼ  ﾏｻｷ 34 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙ･SEV

78 佐藤　幸一 ｻﾄｳ  ｺｳｲﾁ 47 男 フル男子Ｄ

79 柴田  亮 ｼﾊﾞﾀ  ｱｷﾗ 39 男 チャンピオン ＷＩＮＮＥＲ

80 佐藤　康弘 ｻﾄｳ  ﾔｽﾋﾛ 40 男 フル男子Ｄ

81 安藤　勇哉 ｱﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 9 男 小学生ＭＴＢ

82 安藤　誠司 ｱﾝﾄﾞｳ  ｾｲｼﾞ 42 男 フル男子Ｄ

83 吉井　正 ﾖｼｲ  ﾀﾀﾞｼ 33 男 フル男子Ｃ ﾁｬﾘﾝｺｽﾀｰ

84 田中　千世子 ﾀﾅｶ  ﾁｾｺ 58 女 フル女子 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ

85 杉田　大助 ｽｷﾞﾀ  ﾀﾞｲｽｹ 64 男 フル男子Ｅ ひかるみちるこうせい

86 石川　贇 ｲｼｶﾜ  ﾋﾄｼ 65 男 ハーフ男子Ｅ

87 阿部　忠文 ｱﾍﾞ  ﾀﾀﾞﾌﾐ 36 男 フル男子Ｃ Much Green

88 高萩　直矢 ﾀｶﾊｷﾞ  ﾅｵﾔ 45 男 フル男子Ｄ Team WINNER

89 小林　晃 ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｷﾗ 67 男 フル男子Ｅ

90 阿部  一彦 ｱﾍﾞ  ｶｽﾞﾋｺ 67 男 フル男子Ｅ

91 清原　直道 ｷﾖﾊﾗ  ﾅｵﾐﾁ 34 男 チャンピオン 旭ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)

92 小口  剛 ｵｸﾞﾁ  ﾂﾖｼ 40 男 フル男子Ｄ Team Ramb:zi

93 吉田　利信 ﾖｼﾀﾞ  ﾄｼﾉﾌﾞ 46 男 フル男子Ｄ

94 竹内　善行 ﾀｹｳﾁ  ﾖｼﾕｷ 39 男 ハーフ男子Ｃ

95 秋元　久輝 ｱｷﾓﾄ  ﾋｻｷ 56 男 フル男子Ｅ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＡ 有

96 加藤　加代子 ｶﾄｳ  ｶﾖｺ 43 女 フル女子 ｸﾗﾌﾞｱｽﾘｰﾄ

97 田村　淳一 ﾀﾑﾗ  ｼﾞｭﾝｲﾁ 29 男 フル男子Ｂ 東京偽開

98 小坂  知広 ｺｻｶ  ﾄｼﾋﾛ 31 男 フル男子Ｃ

99 ROD　MACRAE ﾛｯﾄﾞ  ﾏｸﾚｰ 50 男 フル男子Ｅ

100 太田　洋平 ｵｵﾀ  ﾖｳﾍｲ 40 男 フル男子Ｄ

101 白戸　浩次 ｼﾛﾄ  ｺｳｼﾞ 36 男 フルＭＴＢ男子 ｽｰﾊﾟｰじゃい子

102 一之瀬　正樹 ｲﾁﾉｾ  ﾏｻｷ 51 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑｷﾞｱ仙台

103 細矢　克宣 ﾎｿﾔ  ｶﾂﾉﾘ 38 男 ハーフ男子Ｃ Daijob

104 岩間　凱 ｲﾜﾏ  ﾔｽｼ 62 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑｳｨﾅｰ

105 小杉　貴久 ｺｽｷﾞ  ﾀｶﾋｻ 43 男 フル男子Ｄ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＢ 有
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106 伊藤　浩 ｲﾄｳ  ﾋﾛｼ 42 男 ハーフ男子Ｄ

107 鎌田　行剛 ｶﾏﾀ  ﾐﾁﾀｹ 39 男 フル男子Ｃ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＡ 有

108 佐藤　咲子 ｻﾄｳ  ｻｷｺ 29 女 フル女子 flat fish

109 佐藤　雅紀 ｻﾄｳ  ﾏｻﾉﾘ 30 男 フル男子Ｃ flat fish

110 伏木　匠 ﾌｼｷ  ﾀｸﾐ 33 男 フルＭＴＢ男子

111 松尾　昌幸 ﾏﾂｵ  ﾏｻﾕｷ 41 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

112 上村　貞子 ｶﾐﾑﾗ  ｻﾀﾞｺ 56 女 ハーフ女子

113 盛内  雄樹 ﾓﾘｳﾁ  ﾕｳｷ 30 男 ハーフ男子Ｃ

114 浅沼  宏 ｱｻﾇﾏ  ﾋﾛｼ 42 男 フル男子Ｄ

115 七島　律子 ﾅﾅｼﾏ  ﾘﾂｺ 29 女 フル女子 HOT STAFF

116 谷田貝  安志 ﾔﾀｶﾞｲ  ﾔｽｼ 43 男 フル男子Ｄ Inner-Low(C) 有

117 佐伯　尚幸 ｻｴｷ  ﾅｵﾕｷ 39 男 フル男子Ｃ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＢ 有

118 酒井　孝昭 ｻｶｲ  ﾀｶｱｷ 47 男 フル男子Ｄ Team Nombee

119 服部　浩幸 ﾊｯﾄﾘ  ﾋﾛﾕｷ 38 男 フル男子Ｃ 針道駆楽部

120 小林  義和 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾖｼｶｽﾞ 36 男 ハーフ男子Ｃ

121 高橋　大吉 ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲｷﾁ 32 男 ハーフ男子Ｃ SHOWA.R.F

122 岡本　潤一 ｵｶﾓﾄ  ｼﾞｭﾝｲﾁ 58 男 ハーフ男子Ｅ ｲｰ歯ﾄｰﾌﾞ8020

123 金子　康信 ｶﾈｺ  ﾔｽﾉﾌﾞ 35 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙﾋﾞｰﾄ

124 黒澤　章 ｸﾛｻﾜ  ｱｷﾗ 45 男 フル男子Ｄ ﾊｰﾌﾞ民宿憩いの家

125 髙橋　能大 ﾀｶﾊｼ  ﾖｼﾋﾛ 34 男 フル男子Ｃ TTR 有

126 小松　淳 ｺﾏﾂ  ｼﾞｭﾝ 39 男 フル男子Ｃ OUTSTRIP

127 吉川　勝哉 ｷｯｶﾜ  ｶﾂﾔ 49 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ伽羅

128 佐藤  由姫子 ｻﾄｳ  ﾕｷｺ 32 女 フル女子 KMCycle IBEX

129 笠原　悟 ｶｻﾊﾗ  ｻﾄﾙ 54 男 フル男子Ｅ ChicoriSSimo

130 笠原　智昭 ｶｻﾊﾗ  ﾄﾓｱｷ 24 男 チャンピオン ChicoriSSimo

131 中山　慶治 ﾅｶﾔﾏ  ｹｲｼﾞ 48 男 フル男子Ｄ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＡ 有

132 金田　泰拡 ｶﾈﾀﾞ  ﾔｽﾋﾛ 46 男 フル男子Ｄ ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟしびれ隊

133 重野  龍男 ｼｹﾞﾉ  ﾀﾂｵ 54 男 フルＭＴＢ男子 福島県庁ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

134 菊地　繁実 ｷｸﾁ  ｼｹﾞﾐ 31 男 フル男子Ｃ 東京偽開 有

135 秋元　広之 ｱｷﾓﾄ  ﾋﾛﾕｷ 50 男 フル男子Ｅ ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙＢ 有

136 佐藤　雄二郎 ｻﾄｳ  ﾕｳｼﾞﾛｳ 55 男 ハーフ男子Ｅ C.C.気仙沼

137 WHITAKER Andrewｳｨﾀｶ  ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 37 男 チャンピオン PIAA-FUGAKU

138 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ  ﾄｵﾙ 21 男 フル男子Ｂ Pieta

139 高橋　秀仁 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞﾋﾄ 51 男 ハーフ男子Ｅ Pieta

140 佐々木　美好 ｻｻｷ  ﾐﾖｼ 53 男 ハーフ男子Ｅ 五遊会

第２１回　矢島カップ　Mｔ．鳥海バイシクルクラシックエントリー受付名簿

※　掲載に訂正がありましたら、事務局までご一報下さい。



受付
番号

氏名 ふりがな 年齢 性別 エントリー 所属チーム
 ﾁｰﾑ
ｴﾝﾄﾘｰ

141 廣瀬　友規 ﾋﾛｾ  ﾄﾓﾉﾘ 33 男 フル男子Ｃ

142 菅原　実 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾐﾉﾙ 42 男 ハーフ男子Ｄ SHOWA.R.F

143 小野　宗一郎 ｵﾉ  ｿｳｲﾁﾛｳ 56 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑｳｨﾅｰ

144 小山内  健一 ｵｻﾅｲ  ｹﾝｲﾁ 36 男 フル男子Ｃ GBC

145 高橋　智健 ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾀｹ 46 男 フル男子Ｄ

146 村木　宏寿 ﾑﾗｷ  ﾋﾛﾄｼ 46 男 フル男子Ｄ 浜松市立西部中学校

147 藤枝  宗汰 ﾌｼﾞｴﾀﾞ  ｿｳﾀ 16 男 フル男子Ａ

148 佐藤　道雄 ｻﾄｳ  ﾐﾁｵ 52 男 ハーフ男子Ｅ MORC

149 足立  晴信 ｱﾀﾞﾁ  ﾊﾙﾉﾌﾞ 35 男 チャンピオン G.Chicorissimo

150 橋本　昌紀 ﾊｼﾓﾄ  ﾏｻﾄｼ 53 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑWADA

151 五十嵐　司 ｲｶﾞﾗｼ  ﾂｶｻ 42 男 フル男子Ｄ 468+1win 有

152 山道  正雄 ﾔﾏﾐﾁ  ﾏｻｵ 37 男 フル男子Ｃ T.M.Q

153 西塚  優美 ﾆｼﾂﾞｶ  ﾕﾐ 32 女 フル女子 T.M.Q

154 長澤　佳輝 ﾅｶﾞｻﾜ  ﾖｼﾃﾙ 17 男 フル男子Ａ 宮古工業高校

155 岡本  泰輔 ｵｶﾓﾄ  ﾀｲｽｹ 32 男 フル男子Ｃ OUTSTRIP

156 宇賀神　智也 ｳｶﾞｼﾞﾝ  ﾄﾓﾔ 33 男 フル男子Ｃ

157 北田　博康 ｷﾀﾀﾞ  ﾋﾛﾔｽ 51 男 フル男子Ｅ

158 倉林　政幸 ｸﾗﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾕｷ 56 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑおおの屋

159 小野寺  昭久 ｵﾉﾃﾞﾗ  ｱｷﾋｻ 37 男 フル男子Ｃ

160 井上  卓 ｲﾉｳｴ  ﾀｸ 20 男 チャンピオン 富士大自転車競技部

161 鈴木　一司 ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾓﾘ 30 男 フル男子Ｃ Inner-Low(A) 有

162 児玉  勇 ｺﾀﾞﾏ  ｲｻﾑ 31 男 フル男子Ｃ

163 清水　大太 ｼﾐｽﾞ  ﾀﾞｲﾀ 34 男 フル男子Ｃ ｶﾌｪ･ド･ﾌﾞﾙｰﾒ

164 荒木　邦雄 ｱﾗｷ  ｸﾆｵ 56 男 フル男子Ｅ

165 平野　陽平 ﾋﾗﾉ  ﾖｳﾍｲ 40 男 フルＭＴＢ男子

166 曽我  隆 ｿｶﾞ  ﾀｶｼ 44 男 フル男子Ｄ

167 斎藤　杏介 ｻｲﾄｳ  ｷｮｳｽｹ 8 男 小学生ＭＴＢ

168 佐藤　一哉 ｻﾄｳ  ｶｽﾞﾔ 45 男 フル男子Ｄ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

169 岩本　俊弘 ｲﾜﾓﾄ  ﾄｼﾋﾛ 31 男 フル男子Ｃ なかよしさいくる

170 島崎　晃一 ｼﾏｻﾞｷ  ｺｳｲﾁ 31 男 チャンピオン 日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

171 柿沼  宏龍 ｶｷﾇﾏ  ﾋﾛﾀﾂ 30 男 フル男子Ｃ ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

172 室伏　康介 ﾑﾛﾌｼ  ｺｳｽｹ 36 男 フル男子Ｃ 理大ｻｲｸﾘﾝｸﾞOB

173 加藤　光治 ｶﾄｳ  ｺｳｼﾞ 38 男 フル男子Ｃ

174 上野　正臣 ｳｴﾉ  ﾏｻｵﾐ 32 男 フル男子Ｃ

175 佐藤　幸夫 ｻﾄｳ  ﾕｷｵ 45 男 ハーフ男子Ｄ ﾁｰﾑｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ
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176 熊谷　吉則 ｸﾏｶﾞｲ  ﾖｼﾉﾘ 46 男 フル男子Ｄ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙﾓﾘｵｶｱﾙﾐ

177 山岸　千人 ﾔﾏｷﾞｼ  ﾁﾋﾄ 39 男 フル男子Ｃ ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾒ

178 岩井　勲 ｲﾜｲ  ｲｻｵ 60 男 フル男子Ｅ Blanche

179 土屋　重夫 ﾂﾁﾔ  ｼｹﾞｵ 49 男 フル男子Ｄ ﾁｬｰﾘｰｽﾞ

180 佐久間  美保 ｻｸﾏ  ﾐﾎ 44 女 フル女子

181 栗原  博之 ｸﾘﾊﾗ  ﾋﾛﾕｷ 33 男 フル男子Ｃ Beach 10% 有

182 豊島　知二 ﾄﾖｼﾏ  ﾄﾓｼﾞ 45 男 ハーフＭＴＢ男子

183 小原　陵一 ｵﾊﾞﾗ  ﾘｮｳｲﾁ 32 男 フル男子Ｃ 468+1win 有

184 新井  俊英 ｱﾗｲ  ﾄｼﾋﾃﾞ 37 男 フル男子Ｃ

185 小野　元 ｵﾉ  ﾂｶｻ 35 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ･ﾏﾝﾄﾗ軍

186 鈴木　真 ｽｽﾞｷ  ﾏｺﾄ 43 男 ハーフ男子Ｄ 北上市役所CC

187 石井　稔 ｲｼｲ  ﾐﾉﾙ 39 男 フル男子Ｃ ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

188 松田　浩勇 ﾏﾂﾀﾞ  ｺｳﾕｳ 26 男 フル男子Ｂ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙ･SEV

189 石郷岡　直 ｲｼｺﾞｳｵｶ  ﾀﾀﾞｼ 44 男 フル男子Ｄ なかよしさいくる

190 佐々木  理 ｻｻｷ  ｵｻﾑ 35 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙ･SEV

191 石黒　誠 ｲｼｸﾞﾛ  ﾏｺﾄ 32 男 フル男子Ｃ ﾌﾟﾘｹｯﾂ 有

192 星野  規隆 ﾎｼﾉ  ﾉﾘﾀｶ 37 男 フル男子Ｃ

193 鈴木　正浩 ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾋﾛ 46 男 ハーフ男子Ｄ

194 櫻井　秀紀 ｻｸﾗｲ  ﾋﾃﾞｷ 39 男 フル男子Ｃ 東京偽開 有

195 川村  浩和 ｶﾜﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ 26 男 フル男子Ｂ

196 船木　明広 ﾌﾅｷ  ｱｷﾋﾛ 45 男 フル男子Ｄ

197 木村　清美 ｷﾑﾗ  ｷﾖﾐ 44 男 フル男子Ｄ

198 佐々木　直樹 ｻｻｷ  ﾅｵｷ 39 男 ハーフ男子Ｃ

199 土門  樹音 ﾄﾞﾓﾝ  ﾐｷﾄ 7 男 小学生ＭＴＢ

200 土門  樹亮 ﾄﾞﾓﾝ  ﾀﾂｱｷ 12 男 小学生ロード

201 土門  駿樹 ﾄﾞﾓﾝ  ｼｭﾝｷ 9 男 小学生ロード

202 才川　洋一 ｻｲｶﾜ  ﾖｳｲﾁ 33 男 フル男子Ｃ ﾌﾟﾘｹｯﾂ 有

203 竹浪　純 ﾀｹﾅﾐ  ｼﾞｭﾝ 56 男 フルＭＴＢ男子

204 木村　弘毅 ｷﾑﾗ  ﾋﾛｷ 42 男 フル男子Ｄ なかよしさいくるB 有

205 嶋津  司 ｼﾏﾂﾞ  ﾂｶｻ 36 男 フル男子Ｃ

206 八田　直樹 ﾊｯﾀ  ﾅｵｷ 36 男 フル男子Ｃ

207 石川　嘉也 ｲｼｶﾜ  ﾖｼﾔ 47 男 ハーフ男子Ｄ

208 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ  ﾄｵﾙ 44 男 フル男子Ｄ 中仙町SC

209 長田　謙 ｵｻﾀﾞ  ｹﾝ 51 男 ハーフ男子Ｅ

210 梅木  誠一 ｳﾒｷ  ｾｲｲﾁ 48 男 フル男子Ｄ 遊び人風

※　掲載に訂正がありましたら、事務局までご一報下さい。
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