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211 田熊  清継 ﾀｸﾏ  ｷﾖﾂｸﾞ 47 男 フル男子Ｄ

212 保科  宗 ﾎｼﾅ  ﾂｶｻ 45 男 フル男子Ｄ

213 保科  良子 ﾎｼﾅ  ﾘｮｳｺ 32 女 ハーフ女子

214 高橋  秀明 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞｱｷ 39 男 フル男子Ｃ ﾊﾞﾅﾅ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｮｲﾄｲ 有

215 岡留  康文 ｵｶﾄﾞﾒ  ﾔｽﾌﾐ 42 男 フル男子Ｄ ﾊﾞﾅﾅ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｮｲﾄｲ 有

216 菊地　裕 ｷｸﾁ  ﾕﾀｶ 41 男 フル男子Ｄ なかよしさいくるB 有

217 大山　治 ｵｵﾔﾏ  ｵｻﾑ 34 男 フル男子Ｃ

218 佐々木　忠治 ｻｻｷ  ﾁｭｳｼﾞ 79 男 ハーフ男子Ｅ

219 横田　光史 ﾖｺﾀ  ﾃﾙﾌﾐ 50 男 フル男子Ｅ

220 栃内　親 ﾄﾁﾅｲ  ﾁｶｼ 41 男 フル男子Ｄ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙﾓﾘｵｶｱﾙﾐ

221 郷野　茂 ｺﾞｳﾉ  ｼｹﾞﾙ 15 男 フル男子Ａ 宮城野高校

222 郷野　正広 ｺﾞｳﾉ  ﾏｻﾋﾛ 45 男 フル男子Ｄ 自転車部2004

223 工藤  毅 ｸﾄﾞｳ  ﾀｹｼ 33 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ奥州

224 松田　勇 ﾏﾂﾀﾞ  ｲｻﾑ 62 男 ハーフ男子Ｅ

225 松田　安弘 ﾏﾂﾀﾞ  ﾔｽﾋﾛ 32 男 ハーフ男子Ｃ

226 井上  侑 ｲﾉｳｴ  ﾕｳ 15 男 フル男子Ａ 六郷高校自転車部

227 大堀　祐司 ｵｵﾎﾞﾘ  ﾕｳｼﾞ 52 男 ハーフ男子Ｅ

228 山本　直樹 ﾔﾏﾓﾄ  ﾅｵｷ 28 男 フル男子Ｂ ﾍﾞｱﾊﾞﾚ 有

229 斎藤　敏夫 ｻｲﾄｳ  ﾄｼｵ 55 男 ハーフ男子Ｅ MORC

230 金子  義男 ｶﾈｺ  ﾖｼｵ 57 男 フル男子Ｅ

231 石井　行雄 ｲｼｲ  ﾕｷｵ 43 男 ハーフ男子Ｄ

232 小野寺　嘉明 ｵﾉﾃﾞﾗ  ﾖｼｱｷ 51 男 ハーフ男子Ｅ ｽﾎﾟﾚｸいわて応援団

233 菅原  英俊 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾃﾞﾄｼ 31 男 ハーフ男子Ｃ

234 石黒　良雄 ｲｼｸﾞﾛ  ﾖｼｵ 53 男 フル男子Ｅ

235 斉藤  仁 ｻｲﾄｳ  ﾋﾄｼ 47 男 フル男子Ｄ

236 越後　雅宜 ｴﾁｺﾞ  ﾏｻﾉﾘ 53 男 ハーフ男子Ｅ

237 猪股　良幸 ｲﾉﾏﾀ  ﾖｼﾕｷ 37 男 フル男子Ｃ Gaudent.Ciclista

238 松田　吉生 ﾏﾂﾀﾞ  ﾖｼｵ 33 男 フル男子Ｃ なかよしさいくるB 有

239 堀　靖 ﾎﾘ  ﾔｽｼ 47 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

240 加藤  太郎 ｶﾄｳ  ﾀﾛｳ 35 男 フル男子Ｃ あづみの

241 斎野　正能 ｻｲﾉ  ﾏｻﾖｼ 39 男 フル男子Ｃ

242 佐々部　宣宏 ｻｻﾍﾞ  ﾉﾌﾞﾋﾛ 51 男 フル男子Ｅ 横浜ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

243 佐々部　まゆり ｻｻﾍﾞ  ﾏﾕﾘ 51 女 フル女子 横浜ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

244 佐々部  一宏 ｻｻﾍﾞ  ｶｽﾞﾋﾛ 16 男 フル男子Ａ 横浜ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

245 子網  信広 ｺｱﾐ  ﾉﾌﾞﾋﾛ 33 男 フル男子Ｃ
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246 相馬  勤 ｿｳﾏ  ﾂﾄﾑ 48 男 フル男子Ｄ

247 尾本　勝志 ｵﾓﾄ  ｶﾂｼ 41 男 フルＭＴＢ男子 ﾁｰﾑ ﾎｲ!Do 有

248 渋谷  陽佑 ｼﾌﾞﾔ  ﾖｳｽｹ 24 男 フル男子Ｂ ﾍﾞｱﾊﾞﾚ 有

249 三岡　修 ﾐﾂｵｶ  ｵｻﾑ 45 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

250 菅野　哉 ｽｶﾞﾉ  ﾊｼﾞﾒ 34 男 フルＭＴＢ男子

251 武藤　圭二 ﾑﾄｳ  ｹｲｼﾞ 45 男 フル男子Ｄ Team WINNER

252 渡部　学 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏﾅﾌﾞ 39 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙﾓﾘｵｶｱﾙﾐ

253 小屋  茂樹 ｺﾔ  ｼｹﾞｷ 30 男 フル男子Ｃ なかよしさいくる

254 松田  安信 ﾏﾂﾀﾞ  ﾔｽﾉﾌﾞ 29 男 ハーフ男子Ｂ

255 安達  翼 ｱﾀﾞﾁ  ﾂﾊﾞｻ 17 男 フル男子Ａ 日大山形高校ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部

256 島崎  晃 ｼﾏｻｷ  ｱｷﾗ 46 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑﾘﾏｻﾝｽﾞ

257 山王丸  洋一 ｻﾝﾉｳﾏﾙ  ﾖｳｲﾁ 39 男 フル男子Ｃ

258 清本　俊晴 ｷﾖﾓﾄ  ﾄｼﾊﾙ 43 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

259 秋山　悟郎 ｱｷﾔﾏ  ｺﾞﾛｳ 29 男 フル男子Ｂ 日仏ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ

260 岩本  政俊 ｲﾜﾓﾄ  ﾏｻﾄｼ 39 男 フル男子Ｃ

261 川俣　裕 ｶﾜﾏﾀ  ﾕﾀｶ 34 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑWADA

262 武蔵  明憲 ﾑｻｼ  ｱｷﾉﾘ 34 男 フル男子Ｃ

263 郷田　竜太郎 ｺﾞｳﾀ  ﾘｭｳﾀﾛｳ 41 男 フル男子Ｄ Inner-Low(B) 有

264 猪狩　利明 ｲｶﾞﾘ  ﾄｼｱｷ 34 男 フル男子Ｃ Team WINNER

265 高藤　雅康 ﾀｶﾌｼﾞ  ﾏｻﾔｽ 46 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

266 冨士縄　睦 ﾌｼﾞﾅﾜ  ﾑﾂﾐ 37 女 フル女子 輪工房

267 武田　輝弘 ﾀｹﾀﾞ  ﾏｻﾋﾛ 46 男 ハーフ男子Ｄ

268 菊池  徳武 ｷｸﾁ  ｵｻﾑ 41 男 チャンピオン

269 田端  智 ﾀﾊﾞﾀ  ｻﾄｼ 31 男 フル男子Ｃ team-loosefish.com

270 梅木  秀夫 ｳﾒｷ  ﾋﾃﾞｵ 38 男 フル男子Ｃ

271 寺田　聡 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄﾙ 39 男 フル男子Ｃ

272 長島　知子 ﾅｶﾞｼﾏ  ﾄﾓｺ 33 女 ハーフ女子 LEMON'S ﾌｧﾐﾘｰ

273 茂垣  篤徳 ﾓｶﾞｷ  ｱﾂﾉﾘ 50 男 ハーフ男子Ｅ 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ(SRC)

274 木谷　真一郎 ｷﾔ  ｼﾝｲﾁﾛｳ 34 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑWADA

275 小原  志郎 ｵﾊﾞﾗ  ｼﾛｳ 31 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑDEKU

276 八久保　幸夫 ﾔｸﾎﾞ  ﾕｷｵ 53 男 フル男子Ｅ Inner-Low(A) 有

277 佐藤　芳仁 ｻﾄｳ  ﾖｼﾋﾄ 29 男 フル男子Ｂ

278 高野　幸夫 ﾀｶﾉ  ﾕｷｵ 52 男 ハーフ男子Ｅ OUTSTRIP

279 岡崎  崇 ｵｶｻﾞｷ  ﾀｶｼ 37 男 フル男子Ｃ ﾍﾞｱﾊﾞﾚ 有

280 安斎　裕幸 ｱﾝｻﾞｲ  ﾋﾛﾕｷ 34 男 フル男子Ｃ 境湘ﾚｰｼﾝｸﾞ

※　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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281 服部　直 ﾊｯﾄﾘ  ｽｸﾞﾙ 43 男 フル男子Ｄ TEEｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ

282 岩本  政記 ｲﾜﾓﾄ  ﾏｻｷ 39 男 フル男子Ｃ Beach 10% 有

283 角玄　信雄 ｶｸｹﾞﾝ  ﾉﾌﾞｵ 56 男 ハーフ男子Ｅ

284 石田  道典 ｲｼﾀﾞ  ﾐﾁﾉﾘ 43 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

285 吉田  和志 ﾖｼﾀﾞ  ｶｽﾞｼ 12 男 小学生ロード 新庄市立沼田小学校

286 大友　健一 ｵｵﾄﾓ  ｹﾝｲﾁ 41 男 フル男子Ｄ 468+1

287 阿部  雄大 ｱﾍﾞ  ﾀｹﾋﾛ 24 男 フル男子Ｂ

288 笠間　桂次 ｶｻﾏ  ｹｲｼﾞ 46 男 フル男子Ｄ Inner-Low(A) 有

289 城倉　寿志子 ｼﾞｮｳｸﾗ  ﾄｼｺ 48 女 フル女子

290 城倉　英史 ｼﾞｮｳｸﾗ  ﾋﾃﾞﾌﾐ 49 男 フル男子Ｄ

291 福原  明敏 ﾌｸﾊﾗ  ｱｷﾄｼ 35 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ･ｱﾑｰﾅ

292 三瀧　知一 ﾐﾀｷ  ﾄﾓｶｽﾞ 25 男 フル男子Ｂ TEAM LIMITED 有

293 佐藤  学 ｻﾄｳ  ﾏﾅﾌﾞ 34 男 フル男子Ｃ

294 菊田  絹子 ｷｸﾀ  ｷﾇｺ 46 女 ハーフＭＴＢ女子 日野ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

295 菊田　清貴 ｷｸﾀ  ｷﾖﾀｶ 40 男 フル男子Ｄ 日野ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

296 松本　正 ﾏﾂﾓﾄ  ﾀﾀﾞｼ 52 男 フル男子Ｅ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

297 佐久間  智彦 ｻｸﾏ  ﾄﾓﾋｺ 32 男 フル男子Ｃ

298 関口  浩基 ｾｷｸﾞﾁ  ﾋﾛｷ 36 男 フル男子Ｃ HOT STAFF

299 角田　尚治 ｶｸﾀ  ﾅｵｼﾞ 59 男 フル男子Ｅ

300 野川  美里 ﾉｶﾞﾜ  ﾐｻﾄ 28 女 フル女子 FINAL LOW

301 金井田  透 ｶﾅｲﾀﾞ  ﾄｵﾙ 34 男 フル男子Ｃ FINAL LOW

302 鰐田　治 ﾜﾆﾀﾞ  ｵｻﾑ 49 男 フル男子Ｄ

303 宇津美　佳知 ｳﾂﾐ  ﾖｼﾄﾓ 36 男 フル男子Ｃ ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾗﾃﾞｨｰｿﾞ

304 松井　芳彦 ﾏﾂｲ  ﾖｼﾋｺ 52 男 フル男子Ｅ

305 加藤　桂 ｶﾄｳ  ｶﾂﾗ 37 男 フル男子Ｃ

306 遠藤  克己 ｴﾝﾄﾞｳ  ｶﾂﾐ 36 男 フルＭＴＢ男子 こげこげ 有

307 奥田  浩之 ｵｸﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ 39 男 フルＭＴＢ男子 こげこげ 有

308 佐藤　弘 ｻﾄｳ  ﾋﾛｼ 43 男 ハーフ男子Ｄ 四分団OB会

309 今田　洋一 ｺﾝﾀ  ﾖｳｲﾁ 40 男 フル男子Ｄ TEAM LIMITED 有

310 三笠  誠一 ﾐｶｻ  ｾｲｲﾁ 53 男 フル男子Ｅ ｸﾗﾌﾞｱｽﾘｰﾄ

311 守屋  政弘 ﾓﾘﾔ  ﾏｻﾋﾛ 40 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

312 和気　光市 ﾜｷ  ｺｳｲﾁ 53 男 フル男子Ｅ ﾀﾞｯｸKDH

313 吉田　功 ﾖｼﾀﾞ  ｲｻｵ 46 男 フル男子Ｄ ｻﾝﾃﾞｰﾗｲﾀﾞｰｽ

314 山本  功人 ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｼﾞﾝ 34 男 フル男子Ｃ

315 巻野  一彦 ﾏｷﾉ  ｶｽﾞﾋｺ 38 男 フル男子Ｃ Inner-Low(B) 有
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316 箕田　晴之 ﾐﾀﾞ  ﾊﾙﾕｷ 28 男 フル男子Ｂ 3MU

317 徳永　大典 ﾄｸﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｽｹ 32 男 フル男子Ｃ HOT STAFF

318 鷺  秀一 ｻｷﾞ  ｼｭｳｲﾁ 37 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

319 舩田　和浩 ﾌﾅﾀﾞ  ｶｽﾞﾋﾛ 40 男 フル男子Ｄ

320 篠原　幹雄 ｼﾉﾊﾗ  ﾐｷｵ 38 男 フル男子Ｃ

321 杉本  嘉一 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾖｼｶｽﾞ 22 男 フル男子Ｂ

322 高田　芳廉 ﾀｶﾀ  ﾖｼﾕｷ 41 男 フル男子Ｄ

323 宇賀神  敦 ｳｶﾞｼﾞﾝ  ｱﾂｼ 34 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑWADA

324 三浦　操 ﾐｳﾗ  ﾐｻｵ 50 男 フルＭＴＢ男子

325 浅野　高行 ｱｻﾉ  ﾀｶﾕｷ 47 男 フル男子Ｄ 森ｸﾏﾚｰｼﾝｸﾞ 有

326 大庭　春彦 ｵｵﾊﾞ  ﾊﾙﾋｺ 50 男 ハーフ男子Ｅ 4月会

327 水谷　亮 ﾐｽﾞﾉﾔ  ﾘｮｳ 30 男 フルＭＴＢ男子 Team Foots

328 長崎  剛 ﾅｶﾞｻｷ  ﾂﾖｼ 27 男 フル男子Ｂ to Ride

329 加藤　義明 ｶﾄｳ  ﾖｼｱｷ 45 男 フル男子Ｄ ﾀﾞｯｸKDH

330 坂井　広行 ｻｶｲ  ﾋﾛﾕｷ 38 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ酔いどれ天使

331 佐藤　義則 ｻﾄｳ  ﾖｼﾉﾘ 44 男 フル男子Ｄ

332 佐藤　ひろみ ｻﾄｳ  ﾋﾛﾐ 45 女 フル女子 ﾁｰﾑ更年姫

333 佐藤  義裕 ｻﾄｳ  ﾖｼﾋﾛ 13 男 フルジュニア

334 高橋  幹雄 ﾀｶﾊｼ  ﾐｷｵ 51 男 フル男子Ｅ H.R.C

335 牛丸　尚久 ｳｼﾏﾙ  ﾅｵﾋｻ 42 男 チャンピオン ｴｷｯﾌﾟあづみの

336 佐竹  英人 ｻﾀｹ  ﾋﾃﾞﾄ 42 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

337 大和　玲子 ﾔﾏﾄ  ﾚｲｺ 41 女 ハーフ女子

338 青木　房江 ｱｵｷ  ﾌｻｴ 49 女 フル女子 Blanche

339 工藤　治彦 ｸﾄﾞｳ  ﾊﾙﾋｺ 41 男 ハーフ男子Ｄ Lina Corse

340 本間　康雄 ﾎﾝﾏ  ﾔｽｵ 39 男 ハーフ男子Ｃ 天童市役所

341 横川  隆明 ﾖｺｶﾜ  ﾀｶｱｷ 36 男 フル男子Ｃ STARS FIFTEEN

342 鈴木　光毅 ｽｽﾞｷ  ｺｳｷ 32 男 フル男子Ｃ SHOWA.R.F

343 小野　千里 ｵﾉ  ﾁｻﾄ 31 男 ハーフ男子Ｃ

344 齋藤　尚 ｻｲﾄｳ  ﾀｹｼ 47 男 ハーフ男子Ｄ

345 井原　徳幸 ｲﾊﾗ  ﾉﾘﾕｷ 42 男 フルＭＴＢ男子 大泉愛輪会

346 藤井  志保美 ﾌｼﾞｲ  ｼﾎﾐ 41 女 フル女子

347 藤井  憲 ﾌｼﾞｲ  ｱｷﾗ 43 男 フル男子Ｄ

348 井上　和弘 ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞﾋﾛ 47 男 ハーフ男子Ｄ 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ

349 井上　しのぶ ｲﾉｳｴ  ｼﾉﾌﾞ 46 女 ハーフ女子 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ

350 佐々木　純一 ｻｻｷ  ｼﾞｭﾝｲﾁ 46 男 ハーフ男子Ｄ 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ
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351 伊藤　眞基雄 ｲﾄｳ  ﾏｷｵ 50 男 フル男子Ｅ ｶﾐﾔﾚｰｼﾝｸﾞ

352 菊池　健一 ｷｸﾁ  ｹﾝｲﾁ 41 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ山狂

353 平澤　彰 ﾋﾗｻﾜ  ｱｷﾗ 29 男 ハーフ男子Ｂ

354 国井  博之 ｸﾆｲ  ﾋﾛﾕｷ 37 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ飲食

355 橋本　明 ﾊｼﾓﾄ  ｱｷﾗ 44 男 フル男子Ｄ ｼﾙﾊﾞｰｳｲﾝﾄﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

356 原田  友和 ﾊﾗﾀﾞ  ﾄﾓｶｽﾞ 29 男 フル男子Ｂ ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟしびれ隊

357 藤牧  靖次 ﾌｼﾞﾏｷ  ﾔｽｼﾞ 40 男 フル男子Ｄ

358 大森　義一 ｵｵﾓﾘ  ﾖｼｶｽﾞ 38 男 チャンピオン ｸﾗﾌﾞ二輪倶

359 大友　俊 ｵｵﾄﾓ  ｼｭﾝ 42 男 フルＭＴＢ男子 一角會

360 岩佐　美奈子 ｲﾜｻ  ﾐﾅｺ 30 女 フル女子 なかよしさいくる

361 橋本　忍 ﾊｼﾓﾄ  ｼﾉﾌﾞ 32 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

362 三澤  睦夫 ﾐｻﾜ  ﾑﾂｵ 69 男 ハーフ男子Ｅ Markey

363 三澤  剛 ﾐｻﾜ  ﾂﾖｼ 38 男 ハーフ男子Ｃ Markey

364 山口　将遵 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾉﾌﾞﾕｷ 32 男 チャンピオン

365 片倉  康喜 ｶﾀｸﾗ  ｺｳｷ 38 男 フル男子Ｃ

366 片倉  康量 ｶﾀｸﾗ  ﾔｽｶｽﾞ 12 男 小学生ロード

367 片倉  康敬 ｶﾀｸﾗ  ﾔｽﾀｶ 10 男 小学生ロード

368 片倉  康皓 ｶﾀｸﾗ  ﾔｽｱｷ 8 男 小学生ＭＴＢ

369 大塚　省三 ｵｵﾂｶ  ｼｮｳｿﾞｳ 53 男 フル男子Ｅ SSCC50S

370 吉田　智哉 ﾖｼﾀﾞ  ﾄﾓﾔ 31 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙﾐﾉﾙﾓﾘｵｶｱﾙﾐ

371 山内　洋一 ﾔﾏｳﾁ  ﾖｳｲﾁ 60 男 ハーフ男子Ｅ みのほどしらず

372 山辺  典治 ﾔﾏﾍﾞ  ﾉﾘﾊﾙ 53 男 フル男子Ｅ 横浜ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

373 宮澤  紀明 ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾉﾘｱｷ 47 男 フル男子Ｄ

374 細川　祐弘 ﾎｿｶﾜ  ﾕｳｺｳ 51 男 フル男子Ｅ ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾒ

375 水戸  伸一 ﾐﾄ  ｼﾝｲﾁ 55 男 ハーフ男子Ｅ

376 松川　成彰 ﾏﾂｶﾜ  ｼｹﾞｱｷ 43 男 フル男子Ｄ F.C.C.自転車部

377 遠藤  剛 ｴﾝﾄﾞｳ  ｺﾞｳ 33 男 フル男子Ｃ

378 後藤　聡志 ｺﾞﾄｳ  ｻﾄｼ 18 男 フル男子Ａ ぽんぽこりん 有

379 田中　光 ﾀﾅｶ  ﾋｶﾙ 18 男 フル男子Ａ ぽんぽこりん 有

380 山口　翼 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾂﾊﾞｻ 18 男 フル男子Ａ ぽんぽこりん 有

381 國井  諭 ｸﾆｲ  ｻﾄｼ 16 男 フル男子Ａ 山形電波

382 田中  翔平 ﾀﾅｶ  ｼｮｳﾍｲ 16 男 フル男子Ａ 山形電波

383 岡田　健資 ｵｶﾀﾞ  ｹﾝｽｹ 16 男 ハーフ男子Ａ 山形電波

384 佐藤  翔太 ｻﾄｳ  ｼｮｳﾀ 16 男 フル男子Ａ 山形電波

385 寒河江  誠 ｻｶﾞｴ  ﾏｺﾄ 16 男 フル男子Ａ 山形電波
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386 渡部　幸平 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳﾍｲ 16 男 フル男子Ａ 山形電波

387 伊藤  宏樹 ｲﾄｳ  ﾋﾛｷ 16 男 ハーフ男子Ａ 山形電波

388 横倉  巧也 ﾖｺｸﾗ  ﾀｸﾔ 15 男 ハーフ男子Ａ 山形電波

389 海野  彰義 ｳﾐﾉ  ｱｷﾖｼ 15 男 ハーフ男子Ａ 山形電波

390 小野　哲也 ｵﾉ  ﾃﾂﾔ 38 男 フル男子Ｃ SHOWA.R.F

391 山田  拓雄 ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｸｵ 30 男 フル男子Ｃ

392 近藤  敏仁 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾋﾛ 35 男 ハーフ男子Ｃ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

393 星野  進二郎 ﾎｼﾉ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 37 男 ハーフ男子Ｃ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

394 吉田  仁一 ﾖｼﾀﾞ  ｼﾞﾝｲﾁ 53 男 フル男子Ｅ

395 佐藤　誠 ｻﾄｳ  ﾏｺﾄ 62 男 ハーフ男子Ｅ

396 小山  和紀 ｵﾔﾏ  ｶｽﾞｷ 38 男 フル男子Ｃ ﾋﾟｴﾀ

397 新井　隆司 ｱﾗｲ  ﾀｶｼ 38 男 フル男子Ｃ

398 渡部　進一 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾝｲﾁ 38 男 フル男子Ｃ ﾂｰﾘﾝｸﾞ

399 近　浩二 ｺﾝ  ｺｳｼﾞ 47 男 フル男子Ｄ 祓川診療所

400 田中　昌典 ﾀﾅｶ  ﾖｼﾉﾘ 43 男 フル男子Ｄ TTR

401 田越　義丈 ﾀｺﾞｼ  ﾖｼﾀｹ 40 男 フル男子Ｄ

402 円山　啓司 ｴﾝｻﾞﾝ  ｹｲｼﾞ 56 男 ハーフ男子Ｅ

403 伊藤　浩伸 ｲﾄｳ  ｺｳｼﾝ 38 男 フル男子Ｃ 北上市役所CC

404 佐藤　清基 ｻﾄｳ  ｾｲｷ 42 男 フル男子Ｄ 北上市役所CC

405 麻野　信昭 ｱｻﾉ  ﾉﾌﾞｱｷ 42 男 フル男子Ｄ 468+1

406 松村　聡 ﾏﾂﾑﾗ  ｻﾄｼ 44 男 ハーフ男子Ｄ

407 藤澤  辰夫 ﾌｼﾞｻﾜ  ﾀﾂｵ 45 男 フル男子Ｄ TEAM親輪社

408 藤田　捷博 ﾌｼﾞﾀ  ｶﾂﾋﾛ 64 男 ハーフ男子Ｅ

409 高梨　紫郎 ﾀｶﾅｼ  ｼﾛｳ 51 男 フル男子Ｅ 横浜ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

410 加藤  寛 ｶﾄｳ  ﾋﾛｼ 23 男 フル男子Ｂ にーさん(23) 有

411 高谷　一喜 ﾀｶﾔ  ｶｽﾞﾖｼ 40 男 フル男子Ｄ VITAL-NET

412 松岡  亨 ﾏﾂｵｶ  ﾄｵﾙ 44 男 フル男子Ｄ CLUB GANG

413 有留  陽子 ｱﾘﾄﾞﾒ  ﾖｳｺ 36 女 フル女子 CLUB GANG

414 小野  林季 ｵﾉ  ｷﾐﾄｼ 23 男 フル男子Ｂ にーさん(23) 有

415 高橋　研太 ﾀｶﾊｼ  ｹﾝﾀ 23 男 フル男子Ｂ にーさん(23) 有

416 桜井　健晴 ｻｸﾗｲ  ｹﾝｾｲ 31 男 フル男子Ｃ ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾗﾃﾞｨｰｿﾞ

417 古内  真 ﾌﾙｳﾁ  ﾏｺﾄ 28 男 フル男子Ｂ ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟしびれ隊1 有

418 山崎　淳 ﾔﾏｻﾞｷ  ｼﾞｭﾝ 34 男 ハーフ男子Ｃ

419 杉村　裕章 ｽｷﾞﾑﾗ  ﾋﾛﾕｷ 47 男 フル男子Ｄ ﾛｼﾅﾝﾃ

420 松浦　力 ﾏﾂｳﾗ  ﾁｶﾗ 54 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑ上ノ山

※　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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