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421 宍戸　昌広 ｼｼﾄﾞ  ﾏｻﾋﾛ 48 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ･ﾎｼ

422 阿部　伸晃 ｱﾍﾞ  ﾉﾌﾞﾃﾙ 33 男 フル男子Ｃ

423 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾛｷ 46 男 フル男子Ｄ SHOWA.R.F

424 鈴木　博之 ｽｽﾞｷ  ﾋﾛﾕｷ 46 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

425 会田  武彦 ｱｲﾀﾞ  ﾀｹﾋｺ 44 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

426 望月　悠生 ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｳｷ 20 男 フル男子Ｂ

428 佐々木　晴孝 ｻｻｷ  ｾｲｺｳ 48 男 フル男子Ｄ

429 渡辺　一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｲﾁﾛｳ 45 男 フルＭＴＢ男子

430 岡田  貴志 ｵｶﾀﾞ  ﾀｶｼ 35 男 フル男子Ｃ ﾊﾞﾅﾅ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｮｲﾄｲ 有

431 小関　宏明 ｵｾﾞｷ  ﾋﾛｱｷ 30 男 フル男子Ｃ

432 山崎　琢也 ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀｸﾔ 36 男 フル男子Ｃ

433 斉藤  大祐 ｻｲﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹ 36 男 チャンピオン ｱﾝﾌﾞﾚｲｶﾌﾞﾙ

434 高橋　清人 ﾀｶﾊｼ  ｷﾖﾄ 25 男 フル男子Ｂ TEAM LIMITED 有

435 小岩　浩 ｺｲﾜ  ﾋﾛｼ 44 男 フル男子Ｄ Celeste-Joy･kos 有

436 貝田  典之 ｶｲﾀﾞ  ﾉﾘﾕｷ 32 男 フル男子Ｃ HOT STAFF

437 太田　隆 ｵｵﾀ  ﾀｶｼ 43 男 フル男子Ｄ

438 大内  一樹 ｵｵｳﾁ  ｶｽﾞｷ 9 男 小学生ＭＴＢ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

439 大内　浩史 ｵｵｳﾁ  ﾋﾛｼ 38 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

440 原嶋　正行 ﾊﾗｼﾏ  ﾏｻﾕｷ 37 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑPASSO 有

441 横山  純子 ﾖｺﾔﾏ  ｼﾞｭﾝｺ 30 女 ハーフ女子 ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟ味噌味

442 本田　学 ﾎﾝﾀﾞ  ﾏﾅﾌﾞ 29 男 ハーフ男子Ｂ

443 早津　守 ﾊﾔﾂ  ﾏﾓﾙ 43 男 フル男子Ｄ

444 本柳　隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ  ﾀｶｼ 33 男 チャンピオン ﾁｰﾑWADA

445 大坊　昌義 ﾀﾞｲﾎﾞｳ  ﾏｻﾖｼ 48 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾐﾉﾙ

446 齊藤　美久 ｻｲﾄｳ  ﾖｼﾋｻ 41 男 フル男子Ｄ Celeste Joy･kos 有

447 青木  敦嗣 ｱｵｷ  ｱﾂｼ 35 男 ハーフ男子Ｃ

448 堤　光一 ﾂﾂﾐ  ｺｳｲﾁ 42 男 フル男子Ｄ 新庄鉄人会

449 追分  史朗 ｵｲﾜｹ  ｼﾛｳ 54 男 ハーフ男子Ｅ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ･ｶﾌｪ自転車部

450 牧野  裕樹 ﾏｷﾉ  ﾕｳｷ 33 男 ハーフ男子Ｃ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ･ｶﾌｪ自転車部

451 佐藤　史郎 ｻﾄｳ  ｼﾛｳ 44 男 フル男子Ｄ Golosa

452 松本　こずえ ﾏﾂﾓﾄ  ｺｽﾞｴ 42 女 フルＭＴＢ女子 SEKIみちのく

453 船水　浩一 ﾌﾅﾐｽﾞ  ｺｳｲﾁ 44 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑPASSO

454 高橋  涼子 ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳｺ 27 女 ハーフ女子 ｱｲｱﾝｽﾞ大曲

455 富樫  正明 ﾄｶﾞｼ  ﾏｻｱｷ 37 男 フル男子Ｃ B.C with

455 富樫  正明 ﾄｶﾞｼ  ﾏｻｱｷ 男 フル男子Ａ B.C with
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456 桜本  恵津子 ｻｸﾗﾓﾄ  ｴﾂｺ 28 女 フル女子 Team奥州

457 庄司  真陸 ｼｮｳｼﾞ  ﾏｻﾐﾁ 38 男 チャンピオン ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ90

458 佐藤　貴光 ｻﾄｳ  ﾀｶﾐﾂ 36 男 ハーフ男子Ｃ

459 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｺﾄ 43 男 ハーフ男子Ｄ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

460 吉田　照幸 ﾖｼﾀﾞ  ﾃﾙﾕｷ 32 男 フル男子Ｃ

461 大竹　牧夫 ｵｵﾀｹ  ﾏｷｵ 61 男 ハーフ男子Ｅ ﾁｰﾑ･ｱﾑｰﾅ

462 石井　裕三 ｲｼｲ  ﾋﾛﾐ 46 男 フル男子Ｄ

463 山本　友子 ﾔﾏﾓﾄ  ﾄﾓｺ 49 女 フル女子 HOT STAFF

464 竹林　利朗 ﾀｹﾊﾞﾔｼ  ﾄｼﾛｳ 41 男 フル男子Ｄ HOT STAFF

465 鎌田  有二郎 ｶﾏﾀ  ﾕｳｼﾞﾛｳ 51 男 フル男子Ｅ SEKIみちのく

466 渡邉  憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｲﾁ 32 男 ハーフ男子Ｃ

467 浅沼　功 ｱｻﾇﾏ  ｲｻｵ 46 男 ハーフＭＴＢ男子 ｱﾛﾝ

468 秋本　悦哉 ｱｷﾓﾄ  ｴﾂﾔ 43 男 フル男子Ｄ

469 小瀬川　正 ｺｾｶﾞﾜ  ﾀﾀﾞｼ 64 男 フルＭＴＢ男子 花巻鉄人会

470 高橋　慎次 ﾀｶﾊｼ  ｼﾝｼﾞ 36 男 フル男子Ｃ

471 今  崇行 ｺﾝ  ﾀｶﾕｷ 25 男 フル男子Ｂ Gaudent.Ciclista

472 髙橋　義博 ﾀｶﾊｼ  ﾖｼﾋﾛ 31 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑCB

473 菅野　幸枝 ｶﾝﾉ  ﾕｷｴ 38 女 フル女子 ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

474 樋口　芳弘 ﾋｸﾞﾁ  ﾖｼﾋﾛ 38 男 フルＭＴＢ男子 Mashihon

475 別府  健太 ﾍﾞｯﾌﾟ  ｹﾝﾀ 22 男 フルＭＴＢ男子 SEKIみちのく

476 荒川　幸雄 ｱﾗｶﾜ  ﾕｷｵ 42 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑWADA

477 加藤　光 ｶﾄｳ  ﾋｶﾙ 14 男 フルジュニア ﾁｰﾑ･ﾎｼ

478 丸山  俊彦 ﾏﾙﾔﾏ  ﾄｼﾋｺ 60 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑ･ﾎｼ

479 加藤　隆一 ｶﾄｳ  ﾘｭｳｲﾁ 55 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑ･ﾎｼ

480 樋口  健志 ﾋｸﾞﾁ  ﾀｹｼ 33 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ･ﾎｼ

481 小山　雄司 ｺﾔﾏ  ﾕｳｼﾞ 40 男 フル男子Ｄ 小諸ｼｬﾗｸCRT

482 石曽根  正弘 ｲｼｿﾞﾈ  ﾏｻﾋﾛ 44 男 フル男子Ｄ

483 樋口  五朗 ﾋｸﾞﾁ  ｺﾞﾛｳ 62 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑひぐち 有

484 瀧澤  昭夫 ﾀｷｻﾞﾜ  ｱｷｵ 66 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑひぐち 有

485 藤原　伸悟 ﾌｼﾞﾜﾗ  ｼﾝｺﾞ 13 男 ハーフジュニア ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾒ

486 桜庭  和博 ｻｸﾗﾊﾞ  ｶｽﾞﾋﾛ 38 男 ハーフ男子Ｃ

487 真壁  明 ﾏｶﾍﾞ  ｱｷﾗ 34 男 フル男子Ｃ

488 阿部　誠 ｱﾍﾞ  ﾏｺﾄ 49 男 フル男子Ｄ OUTSTRIP

489 斑目　敏夫 ﾏﾀﾞﾗﾒ  ﾄｼｵ 51 男 フル男子Ｅ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ21

490 加藤  荘十郎 ｶﾄｳ  ｿｳｼﾞｭｳﾛｳ 39 男 フル男子Ｃ
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491 高倉  優 ﾀｶｸﾗ  ﾏｻﾙ 42 男 フル男子Ｄ

492 土田　司 ﾂﾁﾀﾞ  ﾂｶｻ 47 男 フル男子Ｄ

493 近藤  寿 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾋﾄｼ 50 男 ハーフ男子Ｅ

494 石原  英行 ｲｼﾊﾗ  ﾋﾃﾞﾕｷ 35 男 ハーフ男子Ｃ

495 森田　光陽 ﾓﾘﾀ  ｺｳﾖｳ 50 男 フル男子Ｅ ﾀﾞｯｸKDH

496 鳥谷部  貴絵 ﾄﾘﾔﾍﾞ  ﾀｶｴ 17 女 フル女子 盛岡第三高校

497 川平  浩司 ｶﾜﾋﾗ  ｺｳｼﾞ 45 男 フル男子Ｄ TTR 有

498 大縄　聖 ｵｵﾅﾜ  ｾｲ 47 男 フル男子Ｄ 秋田ﾗﾝﾅｰｽﾞ

499 佐藤　和博 ｻﾄｳ  ｶｽﾞﾋﾛ 38 男 ハーフ男子Ｃ

500 村上  孝博 ﾑﾗｶﾐ  ﾀｶﾋﾛ 41 男 フル男子Ｄ Team WINNER

501 石野　豊 ｲｼﾉ  ﾕﾀｶ 49 男 フル男子Ｄ SHOWA.R.F 有

502 田口　良二 ﾀｸﾞﾁ  ﾘｮｳｼﾞ 40 男 ハーフ男子Ｄ

503 土田　仁 ﾂﾁﾀﾞ  ﾋﾄｼ 32 男 ハーフ男子Ｃ YCC much green

504 土田　陽大 ﾂﾁﾀﾞ  ﾋﾅﾀ 6 男 小学生ＭＴＢ YCC much green

505 菅野　富男 ｽｶﾞﾉ  ﾄﾐｵ 57 男 ハーフ男子Ｅ

506 高森  慎介 ﾀｶﾓﾘ  ｼﾝｽｹ 42 男 フル男子Ｄ ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

507 高森  志保 ﾀｶﾓﾘ  ｼﾎ 36 女 フルＭＴＢ女子 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

508 古川  文昭 ﾌﾙｶﾜ  ﾌﾐｱｷ 35 男 フル男子Ｃ ｻｲｸﾙ ﾏｲﾝﾄﾞ

509 三浦　隆宏 ﾐｳﾗ  ﾀｶﾋﾛ 34 男 フルＭＴＢ男子 SEKIみちのく

510 村上　一豊 ﾑﾗｶﾐ  ｶｽﾞﾄﾖ 55 男 ハーフ男子Ｅ

511 村上　雄哉 ﾑﾗｶﾐ  ﾕｳﾔ 21 男 ハーフ男子Ｂ

512 鈴木　悟 ｽｽﾞｷ  ｻﾄﾙ 46 男 フル男子Ｄ SHOWA.R.F

513 松田　研吾 ﾏﾂﾀﾞ  ｹﾝｺﾞ 39 男 フル男子Ｃ しまなみC.C

514 荒井  学 ｱﾗｲ  ｶﾞｸ 37 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑひぐち 有

515 田代　宏忠 ﾀｼﾛ  ﾋﾛﾀﾀﾞ 49 男 ハーフ男子Ｄ

516 浦山  泰洋 ｳﾗﾔﾏ  ﾔｽﾋﾛ 27 男 フル男子Ｂ 森ｸﾏﾚｰｼﾝｸﾞ 有

517 埆田  正智 ｿﾈﾀﾞ  ﾏｻﾄﾓ 32 男 フル男子Ｃ TEAM TEN

518 芦澤  尚美 ｱｼｻﾞﾜ  ﾅｵﾐ 33 女 フルＭＴＢ女子

519 白土  友和 ｼﾗﾄﾞ  ﾄﾓｶｽﾞ 31 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

520 熊本  和夫 ｸﾏﾓﾄ  ｶｽﾞｵ 32 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑひぐち

521 米倉  幹雄 ﾖﾈｸﾗ  ﾐｷｵ 48 男 フル男子Ｄ

522 小松  大地 ｺﾏﾂ  ﾀﾞｲﾁ 8 男 小学生ロード SHOWA.R.F

523 小松　長 ｺﾏﾂ  ﾂｶｻ 39 男 フル男子Ｃ SHOWA.R.F 有

524 大泉　宗章 ｵｵｲｽﾞﾐ  ﾑﾈｱｷ 38 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ義三ﾒﾀﾙｷﾞｱ

525 岸　信之 ｷｼ  ﾉﾌﾞﾕｷ 39 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ･ﾏｸｱﾛｰｻﾞ

※　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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526 中村　篤志 ﾅｶﾑﾗ  ｱﾂｼ 45 男 フル男子Ｄ

527 天野　光雄 ｱﾏﾉ  ﾐﾂｵ 37 男 フル男子Ｃ 飛ばす都ﾊﾞｽ 有

528 坂脇　弘之 ｻｶﾜｷ  ﾋﾛﾕｷ 47 男 フル男子Ｄ

529 鵜沼　明利 ｳﾇﾏ  ｱｷﾄｼ 39 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

530 右原　健寛 ｳﾊﾗ  ﾀｹﾋﾛ 23 男 フル男子Ｂ 体脂肪ｽﾞ 有

531 山本　久史 ﾔﾏﾓﾄ  ﾋｻｼ 59 男 フル男子Ｅ ｸﾗﾌﾞｱｽﾘｰﾄ

532 黒田  隆弘 ｸﾛﾀﾞ  ﾀｶﾋﾛ 28 男 フル男子Ｂ 森ｸﾏﾚｰｼﾝｸﾞ 有

533 藤岡　康裕 ﾌｼﾞｵｶ  ﾔｽﾋﾛ 33 男 フルＭＴＢ男子 こげこげ

534 安田  吉孝 ﾔｽﾀﾞ  ﾖｼﾕｷ 26 男 フル男子Ｂ

535 岩渕  知行 ｲﾜﾌﾞﾁ  ﾄﾓﾕｷ 36 男 フル男子Ｃ ﾍﾞﾙｴｷｯﾌﾟしびれ隊1 有

536 橋本　千東 ﾊｼﾓﾄ  ﾁﾊﾙ 47 男 フル男子Ｄ

537 雨宮　修一 ｱﾏﾐﾔ  ｼｭｳｲﾁ 42 男 フルＭＴＢ男子 東京偽開 有

538 伊藤　幸男 ｲﾄｳ  ﾕｷｵ 51 男 ハーフ男子Ｅ Daijob

539 名取　威徳 ﾅﾄﾘ  ﾀｹﾉﾘ 45 男 フル男子Ｄ VAMOSｷﾘﾝ

540 横山  雄祐 ﾖｺﾔﾏ  ﾕｳｽｹ 22 男 ハーフ男子Ｂ

541 齊藤　剛司 ｻｲﾄｳ  ﾀｶｼ 21 男 チャンピオン

542 今野　悟 ｺﾝﾉ  ｻﾄﾙ 40 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ山狂

543 山端  則行 ﾔﾏﾊﾀ  ﾉﾘﾕｷ 57 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑPASSO 有

544 高橋  誠耕 ﾀｶﾊｼ  ｾｲｺｳ 40 男 フル男子Ｄ MIST

545 盛合　博美 ﾓﾘｱｲ  ﾋﾛﾐ 46 男 フル男子Ｄ

546 樋熊  学 ﾋｸﾞﾏ  ﾏﾅﾌﾞ 44 男 ハーフ男子Ｄ

547 今野  克久 ｺﾝﾉ  ｶﾂﾋｻ 32 男 ハーフ男子Ｃ

548 濱中  健一 ﾊﾏﾅｶ  ｹﾝｲﾁ 66 男 フル男子Ｅ

549 泉  匠 ｲｽﾞﾐ  ﾀｸﾐ 29 男 フル男子Ｂ

550 青沼　秀司 ｱｵﾇﾏ  ｼｭｳｼﾞ 46 男 フル男子Ｄ

551 田寺  修一 ﾀﾃﾗ  ｼｭｳｲﾁ 46 男 フル男子Ｄ

552 大友　善悦 ｵｵﾄﾓ  ｾﾞﾝｴﾂ 44 男 ハーフ男子Ｄ SHOWA.R.F

553 古谷　彰志 ﾌﾙﾔ ｼｮｳｼﾞ 51 男 フル男子Ｅ ﾀﾞｯｸKDH

554 金谷  武尊 ｶﾅﾔ  ﾀｹﾙ 16 男 フル男子Ａ ﾁｰﾑWADA

555 加藤  弘之 ｶﾄｳ  ﾋﾛﾕｷ 35 男 フル男子Ｃ 山形市役所

556 軽部  唯史 ｶﾙﾍﾞ  ﾀﾀﾞｼ 30 男 ハーフ男子Ｃ 山形市役所

557 鈴木　邦明 ｽｽﾞｷ  ｸﾆｱｷ 34 男 フル男子Ｃ 山形市役所

558 高橋  健一 ﾀｶﾊｼ  ｹﾝｲﾁ 50 男 フル男子Ｅ

559 古後  隆弘 ｺｺﾞ  ﾀｶﾋﾛ 31 男 フル男子Ｃ ﾀﾞｯｸKDH

560 井上  潔 ｲﾉｳｴ  ｷﾖｼ 59 男 フル男子Ｅ ﾌﾚﾝﾄﾞ商会
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561 長谷川  崇之 ﾊｾｶﾞﾜ  ﾀｶﾕｷ 41 男 フル男子Ｄ 飛ばす都ﾊﾞｽ 有

562 中平　篤史 ﾅｶﾋﾗ  ｱﾂｼ 32 男 フル男子Ｃ

563 内田　浩幸 ｳﾁﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ 29 男 フル男子Ｂ ｾﾊﾟﾚｲﾄﾌﾞﾙｰ

564 横山  彰吾 ﾖｺﾔﾏ  ｼｮｳｺﾞ 23 男 ハーフ男子Ｂ BELL EQIPE

565 遠藤  佳輔 ｴﾝﾄﾞｳ  ｹｲｽｹ 20 男 チャンピオン 山形大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部/YUCC

566 折口　智史 ｵﾘｸﾞﾁ  ﾄﾓﾌﾐ 22 男 フルＭＴＢ男子

567 田中　信幸 ﾀﾅｶ  ﾉﾌﾞﾕｷ 56 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑPASSO 有

568 桜井　政崇 ｻｸﾗｲ  ﾏｻﾀｶ 28 男 フル男子Ｂ 山形市役所

569 大山　譲 ｵｵﾔﾏ  ﾕｽﾞﾙ 45 男 チャンピオン ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

570 本間　直樹 ﾎﾝﾏ  ﾅｵｷ 37 男 フル男子Ｃ

571 本間　満有 ﾎﾝﾏ  ﾏﾕｳ 10 女 小学生ＭＴＢ

572 木村  一貴 ｷﾑﾗ  ｶｽﾞﾀｶ 34 男 フル男子Ｃ ﾒｲﾄﾞさん学科

573 秋山  雄太 ｱｷﾔﾏ  ﾕｳﾀ 16 男 フル男子Ａ 盛岡第一高校ｽｷｰ部 有

574 伊藤  弘人 ｲﾄｳ  ﾋﾛﾄ 17 男 フル男子Ａ 盛岡第一高校ｽｷｰ部 有

575 荒川  勇介 ｱﾗｶﾜ  ﾕｳｽｹ 15 男 フル男子Ａ 盛岡第一高校ｽｷｰ部 有

576 野場  なみほ ﾉﾊﾞ  ﾅﾐﾎ 15 女 フル女子 盛岡第一高校ｽｷｰ部

577 藤澤　夏海 ﾌｼﾞｻﾜ  ﾅﾂﾐ 17 女 フル女子 盛岡第一高校ｽｷｰ部

578 中村  一彦 ﾅｶﾑﾗ  ｶｽﾞﾋｺ 53 男 フル男子Ｅ ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾒ

579 佐々木　幸雄 ｻｻｷ  ﾕｷｵ 42 男 ハーフ男子Ｄ

580 新妻　周俊 ﾆｲｽﾞﾏ  ｼｭｳｼｭﾝ 57 男 ハーフ男子Ｅ 石巻市役所ｽｷｰ部

581 清水川  辰 ｼﾐｽﾞｶﾞﾜ  ｼﾝ 19 男 ハーフ男子Ａ SHOWA.R.F

582 矢橋　剛 ﾔﾊｼ  ﾂﾖｼ 31 男 フル男子Ｃ ｿﾆｰｴﾅｼﾞｰ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ

583 田川　仁 ﾀｶﾞﾜ  ｼﾞﾝ 57 男 フルＭＴＢ男子 TEAM.DANDAN

584 上野　晃 ｳｴﾉ  ｱｷﾗ 46 男 ハーフ男子Ｄ

585 佐藤  光雄 ｻﾄｳ  ﾐﾂｵ 41 男 フル男子Ｄ ﾔﾏｶﾞﾀﾚｰｼﾝｸﾞ

586 田村　昭 ﾀﾑﾗ  ｱｷﾗ 39 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

587 阿部　勲 ｱﾍﾞ  ｲｻｵ 30 男 ハーフ男子Ｃ YCC much green

588 小野寺　和也 ｵﾉﾃﾞﾗ  ｶｽﾞﾔ 22 男 チャンピオン 心の友ﾚｰｼﾝｸﾞ

589 谷川  力造 ﾀﾆｶﾞﾜ  ﾘｷｿﾞｳ 40 男 フル男子Ｄ TTR

590 佐藤　雄二 ｻﾄｳ  ﾕｳｼﾞ 39 男 フル男子Ｃ

591 佐々木　隆一 ｻｻｷ  ﾘｭｳｲﾁ 59 男 フル男子Ｅ

592 平野  雄一 ﾋﾗﾉ  ﾕｳｲﾁ 29 男 フル男子Ｂ

593 土谷　健 ﾂﾁﾔ  ｹﾝ 32 男 フル男子Ｃ ﾛｾﾞ･ｺﾛｰﾚ

594 高橋　功 ﾀｶﾊｼ  ｲｻｵ 27 男 フル男子Ｂ

※　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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596 末本  大樹 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾀｲｷ 36 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ三鷹一中 有

597 末本  恵美 ｽｴﾓﾄ  ｴﾐ 36 女 フル女子 ﾁｰﾑ三鷹一中 有

598 森田  知美 ﾓﾘﾀ  ﾄﾓﾐ 25 女 ハーフ女子

599 大志田　紀子 ｵｵｼﾀﾞ  ﾉﾘｺ 30 女 フル女子 盛岡ｱﾙﾐ･ｻｲｸﾙﾐﾉﾙ

600 齋藤  睦 ｻｲﾄｳ  ﾑﾂﾐ 25 女 フル女子

601 永井　幸治 ﾅｶﾞｲ  ｺｳｼﾞ 33 男 フル男子Ｃ

602 田村　力 ﾀﾑﾗ  ﾂﾄﾑ 58 男 ハーフ男子Ｅ

603 竹腰  善久 ﾀｹｺｼ  ﾖｼﾋｻ 28 男 フル男子Ｂ HOT STAFF

604 伊藤  晃彦 ｲﾄｳ  ｱｷﾋｺ 33 男 フル男子Ｃ WAPP YA

605 木次  朝日 ｷﾂｷﾞ  ｱｻﾋ 43 男 フル男子Ｄ 佐久二輪倶楽部

606 小林　浩二 ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｼﾞ 34 男 フル男子Ｃ ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

607 土井　龍雄 ﾄﾞｲ  ﾀﾂｵ 54 男 フル男子Ｅ

608 安斎  康時 ｱﾝｻﾞｲ  ｺｳｼﾞ 31 男 フル男子Ｃ

609 佐藤　雄市 ｻﾄｳ  ﾕｳｲﾁ 58 男 ハーフ男子Ｅ

610 永島  靖久 ﾅｶﾞｼﾏ  ﾔｽﾋｻ 45 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑﾎｼ

611 伊藤　博人 ｲﾄｳ  ﾋﾛﾄ 40 男 チャンピオン SHOWA.R.F

612 佐々木　謙介 ｻｻｷ  ｹﾝｽｹ 34 男 チャンピオン Sorridere

613 久保田　充 ｸﾎﾞﾀ  ﾐﾂﾙ 32 男 ハーフＭＴＢ男子

614 秋野　和則 ｱｷﾉ  ｶｽﾞﾉﾘ 38 男 フル男子Ｃ

615 柴田  洋樹 ｼﾊﾞﾀ  ﾖｳｷ 31 男 ハーフ男子Ｃ ﾁｰﾑやたちこ

616 菅原　暢高 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾉﾌﾞﾀｶ 28 男 フル男子Ｂ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

617 永田　峻一 ﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｲﾁ 21 男 フル男子Ｂ 山形大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞA 有

618 村山  賢一 ﾑﾗﾔﾏ  ｹﾝｲﾁ 44 男 フルＭＴＢ男子

619 元木　義秋 ﾓﾄｷ  ﾖｼｱｷ 49 男 フル男子Ｄ

620 菊田　隆史 ｷｸﾀ  ﾀｶｼ 38 男 ハーフ男子Ｃ Club Ciclista Kesennuma

621 鎌田  篤 ｶﾏﾀ  ｱﾂｼ 29 男 フル男子Ｂ

622 村上　文男 ﾑﾗｶﾐ  ﾌﾐｵ 52 男 フル男子Ｅ ｳﾞｪﾙｼﾞｪ･ｼｮｴﾓﾝ

623 齋藤  功 ｻｲﾄｳ  ｲｻｵ 40 男 チャンピオン Power Coop

624 池田　光義 ｲｹﾀﾞ  ﾐﾂﾖｼ 59 男 フル男子Ｅ 東根鉄人会

625 熊谷　和佳 ｸﾏｶﾞｲ  ｶｽﾞﾖｼ 48 男 フル男子Ｄ

626 池田  敏行 ｲｹﾀﾞ  ﾄｼﾕｷ 33 男 フル男子Ｃ 松島ﾚｽｸｴ

627 小山内　慶 ｵｻﾅｲ  ｹｲ 39 男 フル男子Ｃ

628 長澤　かよ子 ﾅｶﾞｻﾜ  ｶﾖｺ 42 女 フル女子 ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

629 佐々木　進 ｻｻｷ  ｽｽﾑ 36 男 ハーフ男子Ｃ daijob

630 渡部  雅士 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏｻｼ 10 男 小学生ロード
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