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631 渡部  英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾃﾞｷ 41 男 ハーフ男子Ｄ

632 阿部　宏之 ｱﾍﾞ  ﾋﾛﾕｷ 31 男 フル男子Ｃ 468+1

633 橋本　靖司 ﾊｼﾓﾄ  ﾔｽｼ 43 男 フルＭＴＢ男子

634 斉藤　学 ｻｲﾄｳ  ﾏﾅﾌﾞ 51 男 フル男子Ｅ

635 須藤  貴志 ｽﾄｳ  ﾀｶｼ 25 男 フル男子Ｂ 山形市役所

636 山川　優樹 ﾔﾏｶﾜ  ﾕｳｷ 33 男 フル男子Ｃ

637 蘓武　達也 ｿﾌﾞ  ﾀﾂﾔ 42 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ ﾎｲ!Do 有

638 宍戸　研哉 ｼｼﾄﾞ  ｹﾝﾔ 43 男 フル男子Ｄ ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

639 大平　正善 ｵｵﾀﾞｲﾗ  ｼｮｳｾﾞﾝ 41 男 フル男子Ｄ 平賀ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ

640 内ヶ崎  徹 ｳﾁｶﾞｻｷ  ﾄｵﾙ 48 男 フル男子Ｄ ﾂﾁﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ468+1

641 関  忠男 ｾｷ  ﾀﾀﾞｵ 67 男 ハーフ男子Ｅ SEKIみちのく

642 関  誠利 ｾｷ  ﾏｻﾄｼ 39 男 ハーフ男子Ｃ SEKIみちのく

643 安藤　正弘 ｱﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾋﾛ 38 男 フル男子Ｃ 福島県庁ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

644 藤岡  智之 ﾌｼﾞｵｶ  ﾄﾓﾕｷ 21 男 フル男子Ｂ

645 根本  侑 ﾈﾓﾄ  ﾕｳ 20 男 フルＭＴＢ男子 山形大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞA 有

646 伊東  健一 ｲﾄｳ  ｹﾝｲﾁ 53 男 フル男子Ｅ 田中産業

647 荒木　徹 ｱﾗｷ  ﾄｵﾙ 36 男 フル男子Ｃ ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰﾒ

648 佐宗　広明 ｻｿｳ  ﾋﾛｱｷ 44 男 チャンピオン Chicorissimo

649 北篠  伸行 ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾉﾌﾞﾕｷ 45 男 フル男子Ｄ ﾕﾒﾘﾝ

650 河野  啓太 ｺｳﾉ  ｹｲﾀ 36 男 フル男子Ｃ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

651 稲毛　岳洋 ｲﾅｹﾞ  ﾀｹﾋﾛ 38 男 フル男子Ｃ 山形市役所

652 佐々木　久幸 ｻｻｷ  ﾋｻﾕｷ 31 男 ハーフＭＴＢ男子 JOUK自転車部

653 玉田  大和 ﾀﾏﾀﾞ  ﾔﾏﾄ 14 男 フルジュニア

654 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ  ｱﾂｼ 49 男 フル男子Ｄ 郡山ｻｲｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ

655 山岸  香苗 ﾔﾏｷﾞｼ  ｶﾅｴ 31 女 フル女子 TEAM親輪社

656 増尾　広宣 ﾏｽｵ  ﾋﾛﾉﾌﾞ 39 男 フル男子Ｃ TEAM親輪社

657 出野  亮 ｲﾃﾞﾉ  ﾘｮｳ 38 男 フル男子Ｃ TEAM親輪社

658 佐々木　裕 ｻｻｷ  ﾕﾀｶ 51 男 ハーフ男子Ｅ You Pan

659 八島　辰夫 ﾔｼﾏ  ﾀﾂｵ 35 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ ﾎｲ!Do 有

660 畑中  亮治 ﾊﾀﾅｶ  ﾘｮｳｼﾞ 28 男 チャンピオン Team Comrade Giant

661 伊藤  聡 ｲﾄｳ  ｻﾄｼ 21 男 フル男子Ｂ 山形大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞA 有

662 高橋  文裕 ﾀｶﾊｼ  ﾌﾐﾋﾛ 41 男 フル男子Ｄ Celeste Joy.Kos 有

663 宮崎  新一 ﾐﾔｻﾞｷ  ｼﾝｲﾁ 26 男 チャンピオン ｺﾑﾚｲﾄﾞｼﾞｬｲｱﾝﾄ

664 加藤　一義 ｶﾄｳ  ｶｽﾞﾖｼ 47 男 フル男子Ｄ OUTSTRIP

665 武田  善弘 ﾀｹﾀﾞ  ﾖｼﾋﾛ 45 男 フル男子Ｄ
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666 中川　健 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾀｹｼ 35 男 フル男子Ｃ STRC小田原

667 佐々木  亮 ｻｻｷ  ﾘｮｳ 31 男 フル男子Ｃ OUTSTRIP

668 加賀谷  元 ｶｶﾞﾔ  ﾓﾄｼ 32 男 フル男子Ｃ OUTSTRIP

669 小嶋　元寧 ｺｼﾞﾏ  ﾓﾄﾔｽ 30 男 ハーフ男子Ｃ JR東日本

670 永井  克行 ﾅｶﾞｲ  ｶﾂﾕｷ 41 男 ハーフ男子Ｄ

671 山口　浩和 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾛｶｽﾞ 38 男 フル男子Ｃ 森林総研ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ40

672 阿部  忠典 ｱﾍﾞ  ﾀﾀﾞﾉﾘ 46 男 フル男子Ｄ

673 木戸　英則 ｷﾄﾞ  ﾋﾃﾞﾉﾘ 36 男 ハーフ男子Ｃ

674 亀岡　茂 ｶﾒｵｶ  ｼｹﾞﾙ 42 男 ハーフ男子Ｄ

675 山本  良治 ﾔﾏﾓﾄ  ﾖｼﾊﾙ 35 男 ハーフ男子Ｃ

676 柴田　航 ｼﾊﾞﾀ  ﾜﾀﾙ 28 男 フル男子Ｂ SHOWA.R.F 有

677 森　研一郎 ﾓﾘ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 48 男 フル男子Ｄ 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ

678 森　典子 ﾓﾘ  ﾉﾘｺ 49 女 ハーフ女子 仙台ﾛｰﾄﾞﾏﾝｸﾗﾌﾞ

679 太田  秀親 ｵｵﾀ  ﾋﾃﾞﾁｶ 37 男 ハーフ男子Ｃ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

680 家子　和之 ｲｴｺ  ｶｽﾞﾕｷ 28 男 ハーフ男子Ｂ

681 佐川　達也 ｻｶﾞﾜ  ﾀﾂﾔ 38 男 ハーフ男子Ｃ Team Kingfisher

682 佐川  凌太 ｻｶﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ 8 男 小学生ＭＴＢ Team Kingfisher

683 池田  喜一 ｲｹﾀﾞ  ｷｲﾁ 54 男 フル男子Ｅ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

684 松本  功二 ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳｼﾞ 42 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

685 岡本  壮太 ｵｶﾓﾄ  ｿｳﾀ 40 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

686 大川  宗吾 ｵｵｶﾜ  ｿｳｺﾞ 20 男 フル男子Ｂ 山形大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞM

687 野口　俊 ﾉｸﾞﾁ  ｼｭﾝ 22 男 フル男子Ｂ 山形大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞM

688 後藤  好邦 ｺﾞﾄｳ  ﾖｼｸﾆ 35 男 フル男子Ｃ 山形市役所

689 城之前  翼 ｼﾛﾉﾏｴ  ﾂﾊﾞｻ 20 男 フル男子Ｂ 山形大学医学部すくすく 有

690 渡辺  具史 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾄﾓﾌﾐ 28 男 フル男子Ｂ 山形大学医学部すくすく 有

691 柴田  聡 ｼﾊﾞﾀ  ｻﾄｼ 18 男 フル男子Ａ

692 小野　誠 ｵﾉ  ﾏｻﾄ 41 男 フル男子Ｄ SHOWA

693 小野　公子 ｵﾉ  ｷﾐｺ 35 女 フル女子 SHOWA

694 小野寺  悠 ｵﾉﾃﾞﾗ  ﾕｳ 24 男 フル男子Ｂ 山形大学医学部すくすく 有

695 森島  浩二 ﾓﾘｼﾏ  ｺｳｼﾞ 30 男 フル男子Ｃ Inner-Low(C) 有

696 上野　則夫 ｳｴﾉ  ﾉﾘｵ 49 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑひぐち

697 上野  一幾 ｳﾜﾉ  ｶｽﾞｷ 36 男 フル男子Ｃ fool on the hill

698 飯沼　智也 ｲｲﾇﾏ  ﾄﾓﾔ 27 男 フル男子Ｂ 県庁ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

699 桜庭　尚利 ｻｸﾗﾊﾞ  ﾅｵﾄ 45 男 フル男子Ｄ 平賀ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

700 工藤  満義 ｸﾄﾞｳ  ﾐﾁﾖｼ 35 男 ハーフ男子Ｃ TEAM FOOTS
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701 衛藤　哲人 ｴﾄｳ  ｱｷﾋﾄ 28 男 フル男子Ｂ

702 山内　正和 ﾔﾏｳﾁ  ﾏｻｶｽﾞ 37 男 フル男子Ｃ Y.c.c much green

703 佐藤　雄耕 ｻﾄｳ  ﾕｳｺｳ 26 男 ハーフ男子Ｂ Y.c.c much green

704 松本  洋一郎 ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｳｲﾁﾛｳ 56 男 ハーフ男子Ｅ ﾁｰﾑ･ｱﾑｰﾅ

705 狗飼　敬希 ｲﾇｶｲ  ﾀｶｷ 24 男 フル男子Ｂ 体脂肪ｽﾞ 有

706 角田  知矢 ｶｸﾀ  ﾄﾓﾔ 32 男 フル男子Ｃ SEKIみちのく

707 寺内  優 ﾃﾗｳﾁ  ﾕﾀｶ 19 男 フル男子Ａ

708 土屋  貴裕 ﾂﾁﾔ  ﾀｶﾋﾛ 20 男 フル男子Ｂ さくらんぼﾚｰｼﾝｸﾞ

709 本間　隆 ﾎﾝﾏ  ﾀｶｼ 35 男 フル男子Ｃ 芦沢ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

710 中島  亮 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾘｮｳ 34 男 フル男子Ｃ

711 佐藤  和昭 ｻﾄｳ  ｶｽﾞｱｷ 32 男 フル男子Ｃ

712 及川　千尋 ｵｲｶﾜ  ﾁﾋﾛ 49 男 フル男子Ｄ Team 伽羅

713 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ  ﾋﾛｼ 43 男 フルＭＴＢ男子 石巻ﾚｰｼﾝｸﾞﾏｰﾌﾞ

714 腰山　信一 ｺｼﾔﾏ  ｼﾝｲﾁ 44 男 ハーフＭＴＢ男子 ｼﾙﾊﾞｰｳｲﾝﾄﾞC.C

715 小泉  信宏 ｺｲｽﾞﾐ  ﾉﾌﾞﾋﾛ 34 男 フルＭＴＢ男子 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

716 萩原  優子 ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾕｳｺ 39 女 フルＭＴＢ女子 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

717 坂井  優子 ｻｶｲ  ﾕｳｺ 29 女 フル女子

718 山岸　甚太郎 ﾔﾏｷﾞｼ  ｼﾞﾝﾀﾛｳ 30 男 フル男子Ｃ Team やたちこ

719 山岸　佐知子 ﾔﾏｷﾞｼ  ｻﾁｺ 32 女 ハーフ女子 Team やたちこ

720 高瀬  洋平 ﾀｶｾ  ﾖｳﾍｲ 31 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑ やたちこ

721 高瀬  利衣 ﾀｶｾ  ﾘｴ 31 女 フル女子 ﾁｰﾑ やたちこ

722 工藤　卓司 ｸﾄﾞｳ  ﾀｸｼﾞ 42 男 フル男子Ｄ SEKIみちのく

723 土田　三裕 ﾂﾁﾀﾞ  ﾐﾂﾋﾛ 58 男 フル男子Ｅ 468+1win 有

724 橋本  晃男 ﾊｼﾓﾄ  ｱｷｵ 42 男 フル男子Ｄ Team DASTY

725 渡辺　俊久 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾄｼﾋｻ 45 男 フル男子Ｄ TEAM 誠屋

726 千葉　新平 ﾁﾊﾞ  ｼﾝﾍﾟｵ 21 男 フル男子Ｂ 山形大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部

727 船山  浩幸 ﾌﾅﾔﾏ  ﾋﾛﾕｷ 35 男 フル男子Ｃ RIDE ON

728 小野　達也 ｵﾉ  ﾀﾂﾔ 35 男 フル男子Ｃ

729 阿部　貴央 ｱﾍﾞ  ﾀｶｵ 39 男 ハーフ男子Ｃ 二輪倶

730 菊地  真郷 ｷｸﾁ  ﾏｻﾄ 20 男 フル男子Ｂ

731 田中  幸生 ﾀﾅｶ  ｺｳｾｲ 42 男 フル男子Ｄ

732 勝俣　裕 ｶﾂﾏﾀ  ﾕﾀｶ 40 男 フル男子Ｄ TEAM 奥州

733 五十嵐　留吉 ｲｶﾞﾗｼ  ﾄﾒｷﾁ 57 男 フル男子Ｅ

734 村松  孝一 ﾑﾗﾏﾂ  ｺｳｲﾁ 45 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ･ｷﾞｱ

735 村上　稔 ﾑﾗｶﾐ  ﾐﾉﾙ 48 男 フル男子Ｄ
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736 折原  郁生 ｵﾘﾊﾗ  ｲｸｵ 36 男 フル男子Ｃ 山形市水道部

737 伊藤　学 ｲﾄｳ  ﾏﾅﾌﾞ 36 男 フル男子Ｃ SHOWA.R.F

738 遠山　博 ﾄｵﾔﾏ  ﾋﾛﾑ 49 男 ハーフ男子Ｄ ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾐﾉﾙ

739 佐藤　達矢 ｻﾄｳ  ﾀﾂﾔ 18 男 フル男子Ａ 酒田南高

740 荒木　智宏 ｱﾗｷ  ﾄﾓﾋﾛ 32 男 フル男子Ｃ Sellow fighter

741 小野寺  清文 ｵﾉﾃﾞﾗ  ｷﾖﾌﾐ 40 男 フルＭＴＢ男子 こげこげ 有

742 大東  勇樹 ﾀﾞｲﾄｳ  ﾕｳｷ 34 男 フル男子Ｃ

743 大場  誠 ｵｵﾊﾞ  ﾏｺﾄ 36 男 フル男子Ｃ

744 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞｱｷ 38 男 フル男子Ｃ SEKIみちのく

745 木谷  大輔 ｷﾀﾆ  ﾀﾞｲｽｹ 26 男 フル男子Ｂ Inner-Low(C) 有

746 大森  浩 ｵｵﾓﾘ  ﾋﾛｼ 47 男 ハーフ男子Ｄ

747 猪奥　倫左 ｲｵｸ  ﾉﾘｽｹ 23 男 フル男子Ｂ 体脂肪ｽﾞ 有

748 川添  保幸 ｶﾜｿﾞｴ  ﾔｽﾕｷ 42 男 フル男子Ｄ

749 安達  康彦 ｱﾀﾞﾁ  ﾔｽﾋｺ 46 男 ハーフ男子Ｄ 檜枝岐ｽｷｰ

750 安達  樹莉 ｱﾀﾞﾁ  ｼﾞｭﾘ 16 女 ハーフ女子 八海高校ｽｷｰ部

751 竹内  邦孔 ﾀｹｳﾁ  ｸﾆｺ 30 女 フル女子 HOT STAFF

752 後藤　幸太 ｺﾞﾄｳ  ｺｳﾀ 48 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑ伽羅

753 伊原　淳 ｲﾊﾗ  ｼﾞｭﾝ 43 男 ハーフ男子Ｄ SK-UNION

754 石塚  和也 ｲｼﾂﾞｶ  ｶｽﾞﾔ 16 男 フル男子Ａ

755 大澤  祐太郎 ｵｵｻﾜ  ﾕｳﾀﾛｳ 15 男 フル男子Ａ

756 正木  幸一 ﾏｻｷ  ｺｳｲﾁ 23 男 フル男子Ｂ

757 沼田  徳幸 ﾇﾏﾀ  ﾉﾘﾕｷ 35 男 ハーフＭＴＢ男子 MARB

758 赤塚　祐一 ｱｶﾂｶ  ﾕｳｲﾁ 29 男 フルＭＴＢ男子 MARB

759 佐々木  伸 ｻｻｷ  ｼﾝ 44 男 ハーフ男子Ｄ

760 村上  嘉教 ﾑﾗｶﾐ  ﾖｼﾉﾘ 25 男 ハーフＭＴＢ男子 MARB

761 中村  雄太 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ 28 男 ハーフＭＴＢ男子 MARB

762 井上　定一 ｲﾉｳｴ  ｻﾀﾞｶｽﾞ 53 男 フル男子Ｅ

763 高橋　恭司 ﾀｶﾊｼ  ｷｮｳｼﾞ 51 男 ハーフＭＴＢ男子

764 遠藤　竹幸 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｹﾕｷ 43 男 ハーフ男子Ｄ ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾐﾉﾙ

765 豊田  淳 ﾄﾖﾀﾞ  ｱﾂｼ 38 男 フル男子Ｃ Golosa

766 渡辺  勝也 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶﾂﾔ 28 男 フル男子Ｂ みちのく蔵王連合

767 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  ｸﾚｲｸﾞﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  ｸﾚｲｸﾞ 34 男 フルＭＴＢ男子 ﾁｰﾑ奥州

768 柴田  悟 ｼﾊﾞﾀ  ｻﾄﾙ 40 男 ハーフ男子Ｄ

769 奥野  悦礼 ｵｸﾉ  ﾖｼﾋﾛ 36 男 フル男子Ｃ Golosa

770 味岡　聡太郎 ｱｼﾞｵｶ  ｿｳﾀﾛｳ 36 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑBM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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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

771 高橋  千晶 ﾀｶﾊｼ  ﾁｱｷ 36 女 フル女子 Inner-Low

772 宮入  一将 ﾐﾔｲﾘ  ｶｽﾞﾕｷ 34 男 フルＭＴＢ男子

773 杉本　正寿 ｽｷﾞﾓﾄ  ﾏｻﾄｼ 50 男 フル男子Ｅ 杉貞石材CRC

774 草苅　俊一 ｸｻｶﾘ  ｼｭﾝｲﾁ 52 男 フル男子Ｅ 山形建設S.C

775 森下  健 ﾓﾘｼﾀ  ﾀｹｼ 39 男 フル男子Ｃ

776 諸橋　利彦 ﾓﾛﾊｼ  ﾄｼﾋｺ 44 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑｻｶﾓﾄ

777 柳原　健一 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ｹﾝｲﾁ 39 男 ハーフ男子Ｃ

778 畠山　澄子 ﾊﾀｹﾔﾏ  ｽﾐｺ 40 女 フル女子 OUT STRIP

779 高橋　芳典 ﾀｶﾊｼ  ﾖｼﾉﾘ 31 男 ハーフ男子Ｃ YCC.ﾏｯﾁｸﾞﾘｰﾝ

780 高橋  萌 ﾀｶﾊｼ  ﾎﾉｶ 8 女 小学生ロード YCC.ﾏｯﾁｸﾞﾘｰﾝ

781 高橋　翼 ﾀｶﾊｼ  ﾂﾊﾞｻ 7 男 小学生ロード YCC.ﾏｯﾁｸﾞﾘｰﾝ

782 中村  敏昭 ﾅｶﾑﾗ  ﾄｼｱｷ 42 男 フル男子Ｄ PS-ｱﾝﾀｰ

783 小松　和成 ｺﾏﾂ  ｶｽﾞﾅﾘ 18 男 フル男子Ａ

784 岡村  卓 ｵｶﾑﾗ  ﾀｶｼ 47 男 フル男子Ｄ ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

785 富樫　悠也 ﾄｶﾞｼ  ﾕｳﾔ 21 男 ハーフ男子Ｂ

786 富樫  暢介 ﾄｶﾞｼ  ﾖｳｽｹ 15 男 ハーフジュニア

787 菅野　茂樹 ｶﾝﾉ  ｼｹﾞｷ 35 男 フル男子Ｃ ﾁｰﾑｷﾞｱ仙台

788 田口　誠治 ﾀｸﾞﾁ  ｾｲｼﾞ 23 男 フル男子Ｂ

789 小島  光博 ｺｼﾞﾏ  ﾐﾂﾋﾛ 42 男 フルＭＴＢ男子 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ

790 岩崎  淳 ｲﾜｻｷ  ｼﾞｭﾝ 40 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

791 牧  耕太郎 ﾏｷ  ｺｳﾀﾛｳ 27 男 フル男子Ｂ Inner-Low(B) 有

792 大滝  豊和 ｵｵﾀｷ  ﾄﾖｶｽﾞ 54 男 ハーフ男子Ｅ ｸﾗﾌﾞ二輪倶

793 西野  博志 ﾆｼﾉ  ﾋﾛｼ 37 男 フル男子Ｃ

794 斎　雄一 ｻｲ  ﾕｳｲﾁ 54 男 フル男子Ｅ

795 菅原　祐 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾕｳ 35 男 ハーフＭＴＢ男子

796 小池　薫 ｺｲｹ  ｶｵﾙ 38 男 フル男子Ｃ Golosa

797 氣賀澤  ひとみ ｷｶﾞｻﾜ  ﾋﾄﾐ 44 女 フルＭＴＢ女子

798 伊藤  喜代志 ｲﾄｳ  ｷﾖｼ 44 男 フル男子Ｄ

799 加藤  豊 ｶﾄｳ  ﾕﾀｶ 43 男 フルＭＴＢ男子

800 東海林　彰幸 ｼｮｳｼﾞ  ｱｷﾕｷ 27 男 キャンセル

801 堀江  守弘 ﾎﾘｴ  ﾓﾘﾋﾛ 25 男 フル男子Ｂ Team奥州

802 南  承治 ﾐﾅﾐ  ｼｮｳｼﾞ 46 男 ハーフ男子Ｄ ﾁｰﾑTOPROAD

803 中村  圭介 ﾅｶﾑﾗ  ｹｲｽｹ 37 男 フル男子Ｃ ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

804 小野  誠二 ｵﾉ  ｾｲｼﾞ 42 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

805 神林　浩 ｶﾝﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛｼ 46 男 ハーフ男子Ｄ ｽﾎﾟﾚｸいわて応援団
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※　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
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806 阿部　大成 ｱﾍﾞ  ﾋﾛﾅﾘ 32 男 フル男子Ｃ

807 加藤  雅史 ｶﾄｳ  ﾏｻｼ 40 男 ハーフ男子Ｄ C.C･Kesennuma

808 加藤  大雅 ｶﾄｳ  ﾀｲｶﾞ 10 男 小学生ロード C.C･Kesennuma

809 松野　仁一 ﾏﾂﾉ  ｼﾞﾝｲﾂ 48 男 フル男子Ｄ 飛ばす都ﾊﾞｽ 有

810 前田　弘司 ﾏｴﾀﾞ  ﾋﾛｼ 21 男 フル男子Ｂ 東北大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

811 佐藤　ひさえ ｻﾄｳ  ﾋｻｴ 24 女 ハーフ女子 SEKIみちのく

812 矢嶋　誠司 ﾔｼﾞﾏ  ｾｲｼﾞ 36 男 フル男子Ｃ ﾔｼﾞﾏs/s

813 堂前　篤志 ﾄﾞｳﾏｴ  ｱﾂｼ 29 男 フルＭＴＢ男子 Golosa

814 木曽  将史 ｷｿ  ﾏｻｼ 29 男 チャンピオン SHOWA.R.F

815 花田  清志 ﾊﾅﾀﾞ  ｷﾖｼ 47 男 チャンピオン 自転車探検記

816 菅野　亨 ｶﾝﾉ  ﾄｵﾙ 40 男 フル男子Ｄ ｿﾘｰﾃﾞﾚ･ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ福島

817 内田　浩正 ｳﾁﾀﾞ  ﾋﾛﾏｻ 40 男 フル男子Ｄ ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ

818 小関  仁美 ｺｾｷ  ﾋﾄﾐ 43 男 ハーフ男子Ｄ 山形市役所

819 千葉  富士雄 ﾁﾊﾞ  ﾌｼﾞｵ 45 男 ハーフ男子Ｄ ﾁｰﾑｱﾑｰﾅ

820 佐藤　未来 ｻﾄｳ  ﾏﾀﾞﾅ 29 男 フル男子Ｂ

821 深谷　昌志 ﾌｶﾔ  ｱﾂｼ 45 男 ハーフ男子Ｄ

822 新山  和樹 ﾆｲﾔﾏ  ｶｽﾞｷ 16 男 フル男子Ａ 大農自転車部

823 佐藤  雪絵 ｻﾄｳ  ﾕｷｴ 16 女 フル女子 盛岡三高ｽｹｰﾄ部

824 飯島　徹 ｲｲｼﾞﾏ  ﾃﾂ 57 男 フル男子Ｅ ｶﾐﾔ･ﾚｰｼﾝｸﾞ

825 楠野  泰之 ｸｽﾉ  ﾔｽﾕｷ 43 男 フル男子Ｄ ｵｯﾃｨﾓ｡

826 高須  謙次 ﾀｶｽ  ｹﾝｼﾞ 20 男 フル男子Ｂ

827 畠山  拓史 ﾊﾀｹﾔﾏ  ﾀｸｼ 31 男 フル男子Ｃ

828 佐原　啓仁 ｻﾊﾗ  ｹｲｼﾞﾝ 35 男 ハーフ男子Ｃ BELL'S

829 平　誠一 ﾀｲﾗ  ｾｲｲﾁ 33 男 フル男子Ｃ ﾌﾟﾘｹｯﾂ 有

830 松尾　巖 ﾏﾂｵ  ｲﾜｵ 65 男 フル男子Ｅ F･D･KHRONOS

831 根本  敏朗 ﾈﾓﾄ  ﾄｼﾛｳ 58 男 フル男子Ｅ

832 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  ますみﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  ﾏｽﾐ 35 女 フル女子 ﾁｰﾑ奥州

833 皆川  政弘 ﾐﾅｶﾞﾜ  ﾏｻﾋﾛ 15 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(B) 有

834 長澤  智道 ﾅｶﾞｻﾜ  ﾄﾓﾐﾁ 17 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(A) 有

835 遠藤  健豊 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｹﾄﾖ 17 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(A) 有

836 本間  貴大 ﾎﾝﾏ  ﾀｶﾋﾛ 17 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(B) 有

837 山田  亮 ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳ 17 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(A) 有

838 梅津  大輝 ｳﾒﾂ  ﾋﾛｷ 16 男 フル男子Ａ 米沢工業高校自転車部(B) 有

839 向井　数詞 ﾑｶｲ  ｶｽﾞﾉﾘ 39 男 チャンピオン 輪工房TeamAPEX

840 久保山  巌夫 ｸﾎﾞﾔﾏ  ｲﾜｵ 43 男 フル男子Ｄ
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