
ロードレーサーの部 チャンピオン ロードレーサーの部 男⼦B

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
0001 ⾼橋 智明 宮城県 2033 内堀 正⼤ ⻑野県
0002 武⽥ 祥典 ⼭形県 2034 ⾼橋 宥⽃ 宮城県
0003 ⽔⾕ 淳 東京都 2035 ⽥中 健太 宮城県
0004 新宮 誠 ⼭形県 2036 森永 智也 宮城県
0005 畠⼭ 和也 宮城県 2037 渡邉 祥吾 宮城県
0006 ⻫藤 侑⽣ 宮城県 2038 ⽥中 伸明 東京都

2039 井上 旬太郎 宮城県
ロードレーサーの部 男⼦A 2040 沼澤 元博 ⼭形県

2041 下薗 輝 東京都
No. ⽒　名 都道府県 2042 古農 修⼀郎 福島県

1001 蝦名 海 宮城県 2043 ⾦⼦ 壮登 新潟県
1002 鴨⽥ 錬 ⼭形県 2044 ⽯⽥ 祥⼤ 栃⽊県
1003 ⾼橋 卓杜 宮城県 2045 ⽮⾼ 圭祐 宮城県
1004 伊東 健太郎 岩⼿県 2046 中⼭ 昂紀 宮城県
1005 吉⽥ 篤洋 宮城県 2047 奈良村 浩之 宮城県
1006 渡辺 ⼤瑚 宮城県 2048 岩⽥ 紘成 神奈川県
1007 ⼤塚 七聖 宮城県 2049 ⼩野寺 ⼤志 宮城県
1008 ⾼橋 城太郎 宮城県 2050 佐々⽊ 唯⼈ 岩⼿県
1009 柳澤 創 宮城県 2051 ⽥中 槙之介 千葉県
1010 湯川 涼介 秋⽥県 2052 上久保 椋太 愛知県

2053 佐々⽊ 英匡 宮城県
ロードレーサーの部 男⼦B 2054 佐藤 翔 宮城県

2055 ⼭本 裕貴 岩⼿県
No. ⽒　名 都道府県 2056 ⿑藤 圭太 神奈川県

2001 星 ⼤地 宮城県 2057 佐⾙ 和哉 宮城県
2002 野地 亮平 宮城県 2058 ⼯藤 光司 宮城県
2003 本⽥ 祐介 福岡県 2059 児島 海 宮城県
2004 近藤 恭透 ⼭形県 2060 清⽔ 啓司 千葉県
2005 藤本 光志 宮城県 2061 瀧 優介 千葉県
2006 佐々⽊ 諒輔 ⼭形県 2062 平岡 知樹 宮城県
2007 ⻤満 隼 ⼭形県 2063 河⽥ 亮 宮城県
2008 永島 ⼤樹 ⼭形県 2064 川原 昌太郎 宮城県
2009 新井 凛征 宮城県 2065 弘世 航太 ⻘森県
2010 杉⼭ 翔 宮城県 2066 佐藤 渉 宮城県
2011 真⽊ 亮 宮城県 2067 ⻑嶋 茂樹 ⼭形県
2012 吉⽥ 裕貴 宮城県 2068 吉原 ⼤貴 ⼭形県
2013 花崎 友樹 宮城県 2069 岡地 景太朗 宮城県
2014 熊⾕ 俊輔 宮城県 2070 齋藤 雅 宮城県
2015 鈴⽊ 政司 宮城県 2071 上村 栄 神奈川県
2016 ⼩野 正⼈ 宮城県 2072 ⼭⽥ 哲也 ⼭形県
2017 菅原 槙⼈ 宮城県 2073 鈴⽊ 亮平 ⼭形県
2018 伊藤 幸彦 宮城県 2074 中野渡 達 ⻘森県
2019 ⽇野 慶崇 宮城県 2075 遠⼭ 健太 宮城県
2020 賀⼝ 泰徳 ⻘森県 2076 狹間 望 千葉県
2021 清⽔ 聡⼀郎 ⼭形県 2077 村上 祐貴 宮城県
2022 齋藤 亨 ⼭形県 2078 住友 健太 宮城県
2023 吉野 巧 宮城県 2079 阿部 翔太 宮城県
2024 ⼩野寺 亮典 宮城県
2025 吉⽥ 陽⼀ ⼭形県 ロードレーサーの部 男⼦C
2026 岡本 惇平 宮城県
2027 徳岡 哲也 福島県 No. ⽒　名 都道府県
2028 村⼭ 健太郎 神奈川県 3001 下⼭ 和也 宮城県
2029 ⽥端 雅弘 宮城県 3002 奥⻄ 直彦 宮城県
2030 齋藤 達⺒ 宮城県 3003 児⽟ 久晶 埼⽟県
2031 ⼩⾕野 拓也 ⼭形県 3004 清⽔ 聖也 宮城県
2032 多⽥ 翔⼀ ⼭形県 3005 劉 浩維 Hong Kong



ロードレーサーの部 男⼦C ロードレーサーの部 男⼦C

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
3006 靭 哲治 宮城県 3062 槻林 喬宏 宮城県
3007 枝松 薫 ⼭形県 3063 ⼤槻 輝男 宮城県
3008 ⼩⾒⼭ 淳志 宮城県 3064 丹野 健徳 宮城県
3009 菱河 亮平 宮城県 3065 永⽥ 健太郎 東京都
3010 成⽥ 翔 宮城県 3066 後藤 晃治 東京都
3011 LAM KA LUNG Hong Kong 3067 FONG SUI LUNG Hong Kong
3012 ⼯藤 薫 宮城県 3068 菊⽥ 千晴 宮城県
3013 内⽥ 雅⼤ 宮城県 3069 後藤 寿幸 宮城県
3014 伊勢 秀彰 宮城県 3070 ⼭崎 仁 宮城県
3015 齋藤 ⼀広 ⼭形県 3071 鳴海 健 宮城県
3016 菅原 望 宮城県 3072 濱 康孝 宮城県
3017 佐藤 宗彦 宮城県 3073 河内 亮 ⼭形県
3018 佐藤 盛⼀ 宮城県 3074 齋藤 直樹 宮城県
3019 ⾼橋 俊昭 宮城県 3075 庄⽥ 幸広 宮城県
3020 晒名 陽介 宮城県 3076 簑原 ⼤樹 栃⽊県
3021 鈴⽊ 良彰 宮城県 3077 尾形 拓也 宮城県
3022 ⽥中 宏典 宮城県 3078 ⿑藤 寛史 ⼭形県
3023 ⾼⼝ 桂太郎 千葉県 3079 原⽥ 寛之 宮城県
3024 ⼤友 淳平 宮城県 3080 堀籠 裕⼀郎 宮城県
3025 Chan King cheong Hong Kong 3081 鈴⽊ ⽵男 福島県
3026 菅野 友樹 宮城県 3082 ⼯藤 俊平 宮城県
3027 中⾥ 貴裕 宮城県 3083 佐藤 充 岩⼿県
3028 相澤 直也 宮城県 3084 安藤 康介 宮城県
3029 上遠野 勝義 宮城県 3085 武⽥ 悠佑 宮城県
3030 半澤 和樹 宮城県 3086 斎藤 琢磨 宮城県
3031 ⼤下 順也 神奈川県 3087 ⼤橋 武史 東京都
3032 ⻲⽥ 弘⾂ 埼⽟県 3088 ⻘⼭ 祐輔 宮城県
3033 ⻲⽥ 弘司 埼⽟県 3089 鈴⽊ 啓司 ⼭形県
3034 ⼭⼝ 哲⽮ 宮城県 3090 中嶋 智樹 宮城県
3035 霜⼭ 真 宮城県 3091 間宮 亮輔 宮城県
3036 鈴⽊ 泰⼆ 栃⽊県 3092 市⽥ 裕樹 福島県
3037 松⽥ 裕史 ⼭形県 3093 佐々⽊ 享 宮城県
3038 早⼄⼥ 彰洋 神奈川県 3094 岩動 洋⼆ 神奈川県
3039 ⼭本 雄基 東京都 3095 太⽥ 伸之 宮城県
3040 佐藤 理 宮城県 3096 ⾼橋 英樹 宮城県
3041 仁藤 純⼀ ⼭形県 3097 ⼤⻄ 将夫 宮城県
3042 武井 理⼈ 宮城県 3098 成⽥ ⼀⽣ 宮城県
3043 ⼩出 和彰 宮城県 3099 ⼩林 裕樹 宮城県
3044 菊川 敬⽂ 千葉県 3100 鈴⽊ ⼤輔 宮城県
3045 海⽼澤 馨 兵庫県 3101 ⾼町 武志 東京都
3046 後澤 琢哉 ⻘森県 3102 鈴⽊ 健弘 宮城県
3047 ⾼橋 正明 宮城県 3103 ⼩⾦澤 修也 宮城県
3048 渡辺 公輔 ⼭形県 3104 間 惇 神奈川県
3049 須藤 昌亮 ⼭形県 3105 後藤 ⼤輔 宮城県
3050 加藤 康⼀郎 宮城県 3106 北畑 徹 福島県
3051 佐瀬 充洋 宮城県 3107 遠藤 信也 ⻘森県
3052 國井 知典 宮城県 3108 ⼭路 幸洋 千葉県
3053 櫻井 政崇 ⼭形県 3109 ⼩野寺 航 宮城県
3054 須藤 貴志 ⼭形県 3110 ⻘⼭ 純也 ⼭形県
3055 齋藤 邦⼈ ⻘森県 3111 桑原 崇 埼⽟県
3056 ⼟岐 祐介 宮城県 3112 久保⽥ 亮 岩⼿県
3057 三浦 ⼤和 ⼭形県 3113 国分 択磨 宮城県
3058 佐藤 武志 岩⼿県 3114 神林 和暁 秋⽥県
3059 ⼩澤 ⼤輔 宮城県 3115 齋藤 清貴 栃⽊県
3060 ⼿⽯ ⾼広 宮城県 3116 久保 史 宮城県
3061 遠藤 稔 宮城県 3117 清野 剛 宮城県



ロードレーサーの部 男⼦C ロードレーサーの部 男⼦D

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
3118 浅⽥ 潤⼆ 宮城県 4046 真⽊ 義⼀ 福島県
3119 春⽇ 裕史 宮城県 4047 鈴⽊ 考 宮城県
3120 ⻄川 雄⼀ 宮城県 4048 阿部 晃 宮城県
3121 阿部 成⽣ 宮城県 4049 ⻄塔 基 ⼭形県
3122 清⽔ 信⻑ ⻑野県 4050 松本 健⼀ 福島県
3123 本間 康博 宮城県 4051 ⻄村 邦隆 宮城県
3124 奥泉 寛之 宮城県 4052 ⽯垣 直志 宮城県

4053 皆川 信博 新潟県
ロードレーサーの部 男⼦D 4054 ⽯川 徳則 宮城県

4055 ⾼⽥ 貴⽂ 宮城県
No. ⽒　名 都道府県 4056 ⼩⼭ 智 ⼭形県

4001 ⼟屋 強 宮城県 4057 笠原 恒美 ⼭形県
4002 ⾼橋 浩司 宮城県 4058 下野 芳和 ⼭形県
4003 ⽚倉 康喜 宮城県 4059 ⿑藤 豊 ⼭形県
4004 今野 宏 宮城県 4060 ⻑坂 道好 ⼭形県
4005 ⻑江 剛志 宮城県 4061 ⽥中 誠 宮城県
4006 ⼭⼝ 潔 宮城県 4062 ⼯藤 芳明 宮城県
4007 ⽯川 ⼤ 宮城県 4063 平 広⾏ ⼭形県
4008 佐々⽊ 裕 宮城県 4064 篠井 潔 宮城県
4009 内⽥ 慶太郎 福島県 4065 林 健太郎 宮城県
4010 鈴⽊ ⼒弥 ⼭形県 4066 川⼝ 清志 ⼭形県
4011 沖⽥ 圭右 ⼭形県 4067 原⽥ 潤 東京都
4012 富松 剛 千葉県 4068 堀井 英明 新潟県
4013 ⻫藤 清 神奈川県 4069 佐藤 ⽂和 宮城県
4014 菅原 将和 宮城県 4070 ⼩林 亮 宮城県
4015 ⼩関 友記 宮城県 4071 鴨⽥ 喜昭 ⼭形県
4016 菅野 悟 福島県 4072 本多 卓 宮城県
4017 ⼩貫 良⾏ 東京都 4073 ⾈⼭ 聖岳 茨城県
4018 渡邊 繁幸 東京都 4074 武⽥ 和晴 ⼭形県
4019 三浦 庄太郎 宮城県 4075 齋藤 浩幸 宮城県
4020 佐々⽊ 貴司 宮城県 4076 乃美 宏⾏ 神奈川県
4021 針⽣ 智之 宮城県 4077 佐藤 寿典 福島県
4022 相原 健⼀ 宮城県 4078 岡安 潤⼀ 宮城県
4023 板橋 光彦 宮城県 4079 ⼩縣 栄⼆ 宮城県
4024 武藤 満完 宮城県 4080 遠藤 利紀 宮城県
4025 ⾼橋 佳宏 宮城県 4081 船⽊ 栄男 千葉県
4026 佐藤 満 福島県 4082 ⼤沼 ⼆郎 宮城県
4027 菅原 卓也 宮城県 4083 松本 健⼀ ⼭形県
4028 伊藤 雅彦 ⼭形県 4084 平岡 智樹 宮城県
4029 ⽯井⼭ ⻯平 宮城県 4085 櫻井 遊 宮城県
4030 森 優 宮城県 4086 菅井 義啓 宮城県
4031 伊藤 伸 宮城県 4087 千葉 伸哉 宮城県
4032 渡辺 晃教 宮城県 4088 河村 太⼀ 宮城県
4033 東海林 孝之 ⼭形県 4089 池⽥ 周史 ⼭形県
4034 半澤 裕⼀ 宮城県 4090 ⽩畑 光明 ⼭形県
4035 駒井 崇⽣ 神奈川県 4091 君成⽥ 旭 岩⼿県
4036 荒井 利勝 ⼭形県 4092 ⼤和⽥ 則雄 宮城県
4037 鈴⽊ 貴光 宮城県 4093 ⾼橋 洋典 宮城県
4038 冨樫 渡 ⼭形県 4094 ⽣駒 裕勝 岩⼿県
4039 守屋 ⼤作 宮城県 4095 瀧井 暢 宮城県
4040 須藤 克利 千葉県 4096 ⾼橋 朋也 ⼭形県
4041 安部 優 ⼭形県 4097 滋野 春紀 東京都
4042 ⾼橋 紀克 宮城県 4098 佐藤 ⼤介 東京都
4043 ⼭内 茂⼈ 宮城県 4099 佐藤 和志 福島県
4044 鈴⽊ 満遂 宮城県 4100 千尋 直⼈ 宮城県
4045 ⾨脇 勝也 ⼭形県 4101 遠藤 智之 宮城県



ロードレーサーの部 男⼦D ロードレーサーの部 男⼦D

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
4102 中野 徹 栃⽊県 4158 ⽯⽑ 健 宮城県
4103 佐藤 勉 宮城県 4159 ⻲井 雅明 福島県
4104 鈴⽊ 秀⼀ 宮城県 4160 市川 慎⼀ 宮城県
4105 ⽬時 弘仁 宮城県 4161 ⼩林 史明 栃⽊県
4106 漆⼭ 敬⼈ ⼭形県 4162 村⽥ 和⼠ 岩⼿県
4107 堀井 達也 福島県 4163 ⽥村 英司 岩⼿県
4108 ⼟佐 孝史 岩⼿県 4164 Parmanand Sharma 宮城県
4109 宮原 聡 宮城県 4165 志⽥ 政美 宮城県
4110 後藤 誉揮 宮城県 4166 佐野 望 宮城県
4111 織⽥ 伸也 ⼭形県 4167 神⽥ 幸⼈ 新潟県
4112 佐藤 ⿓治 ⼭形県 4168 野呂 圭 宮城県
4113 ⼤泉 宗章 ⼭形県 4169 藤村 伸 宮城県
4114 海⽼名 弘⼀ 東京都 4170 伊藤 裕喜 宮城県
4115 ⼟⽣ 浩⾏ 宮城県 4171 中⽥ 優作 宮城県
4116 佐藤 正平 秋⽥県 4172 岩動 貴 宮城県
4117 ⼋巻 義雄 宮城県 4173 鎌⽥ 弘之 宮城県
4118 ⼭本 潤也 宮城県 4174 當間 剛 宮城県
4119 ⼩形 ⻫ 宮城県 4175 ⼩野寺 正彦 宮城県
4120 遠藤 喜敬 福島県 4176 ⽚平 亘 宮城県
4121 遠藤 新太 福島県 4177 朝倉 敬 宮城県
4122 渡邊 憲吾 秋⽥県 4178 藏本 博昭 宮城県
4123 ⽯川 仁賜 宮城県 4179 皆川 晴信 宮城県
4124 ⽥村 寿 秋⽥県 4180 近藤 政則 東京都
4125 ⾨⾺ 敏仁 宮城県 4181 須⽥ 崇洋 宮城県
4126 熊⾕ 崇 岩⼿県 4182 志村 俊也 宮城県
4127 村松 雄⼀ 宮城県 4183 ⼤橋 聖⼆ 栃⽊県
4128 佐藤 祐⼀ 宮城県 4184 佐藤 望 宮城県
4129 菊⽥ 賢⼀ 宮城県 4185 熊澤 守 宮城県
4130 柳下 英輝 千葉県 4186 阿部 聡 宮城県
4131 佐藤 信宏 宮城県 4187 浅野 貴之 宮城県
4132 伊藤 喜博 宮城県 4188 狩野 哲也 宮城県
4133 ⼋巻 昇 福島県 4189 斎⽥ 喜孝 宮城県
4134 鎌⽥ 康志 宮城県 4190 鎌⽥ 克哉 宮城県
4135 ⼩野寺 勝 岩⼿県 4191 ⼩檜⼭ 顕 福島県
4136 岸 弘泰 宮城県 4192 ⿊沢 亘 ⼭形県
4137 ⾕⼝ 裕佳 愛知県 4193 五⼗嵐 晴彦 宮城県
4138 枝松 英基 宮城県 4194 佐々⽊ 博照 宮城県
4139 南 順司 新潟県 4195 菊⽥ ⻯司 宮城県
4140 ⻘⽊ 紀親 宮城県 4196 佐藤 智之 宮城県
4141 岩佐 賢次 宮城県 4197 ⼩川 真⼀ 宮城県
4142 ⼭本 貴博 宮城県 4198 佐浦 貴廣 宮城県
4143 河合 賢朗 宮城県 4199 ⼤川 章 宮城県
4144 福⽥ 順平 宮城県 4200 佐藤 正⼀郎 宮城県
4145 槌⾕ 智宏 東京都 4201 及川 聡 宮城県
4146 阿部 誠 ⼭形県 4202 柳澤 朋弘 宮城県
4147 遠藤 憲哉 ⼭形県 4203 佐⽵ 丈雄 宮城県
4148 遠藤 和伸 福島県 4204 ⼗⽂字 菊雄 福島県
4149 ⼯藤 朋之 東京都 4205 渡辺 正之 宮城県
4150 ⾼橋 恵⼀郎 宮城県 4206 遠藤 保治 宮城県
4151 狗飼 英明 福島県 4207 佐藤 宏幸 宮城県
4152 ⾼橋 伸也 岩⼿県 4208 渡辺 広⼰ ⼭形県
4153 安彦 武 宮城県 4209 桑原 慶成 神奈川県
4154 佐藤 洋輔 宮城県 4210 遠藤 洋 宮城県
4155 ⼭⽥ 真幸 宮城県 4211 斎藤 源⼈ 宮城県
4156 ⼩原 誠悟 宮城県 4212 菅野 茂樹 東京都
4157 ⼩滝 誠 宮城県 4213 坂本 剛 宮城県



ロードレーサーの部 男⼦D ロードレーサーの部 男⼦E

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
4214 井⼝ 岳史 神奈川県 5046 安達 誠之 ⼭形県
4215 ⻁岩 知志 宮城県 5047 宮川 孝安 宮城県
4216 渡辺 浩史 東京都 5048 横⽥ 孝 宮城県
4217 藤原 哲史 宮城県 5049 ⼤沼 正浩 宮城県
4218 ⽣出 幸治 宮城県 5050 佐々⽊ 達男 宮城県
4219 板垣 悟 宮城県 5051 ⽵⽥ 浩幸 ⼭形県
4220 佐藤 隆則 宮城県 5052 勝俣 裕 宮城県

5053 奥⽥ 喜昭 京都府
ロードレーサーの部 男⼦E 5054 奥⼭ 重幸 ⼭形県

5055 ⽯岡 千加史 宮城県
No. ⽒　名 都道府県 5056 鈴⽊ 義夫 宮城県

5001 宮崎 博久 ⼤阪府 5057 ⾼橋 禎徳 宮城県
5002 鴇⽥ 眞⼀ 宮城県 5058 ⽊村 清美 福島県
5003 川⽥ 徹 ⼭形県 5059 ⼭⼝ 貴弘 千葉県
5004 佐々⽊ 秀隆 宮城県 5060 ⾼橋 信 宮城県
5005 佐藤 孝良 宮城県 5061 及川 浩之 岩⼿県
5006 後藤 誠 宮城県 5062 佐藤 洋 宮城県
5007 熊⾕ 貢 岩⼿県 5063 今井 俊昭 宮城県
5008 ⽊村 敏 宮城県 5064 ⼩川 雅司 宮城県
5009 ⽊村 隆 宮城県 5065 ⻄⽥ 猛和 宮城県
5010 柴⽥ 淳⼀郎 東京都 5066 川⼜ 弘道 千葉県
5011 村林 篤 ⼤阪府 5067 ⾼村 仁 宮城県
5012 ⽚平 浩昭 宮城県 5068 太⽥ 博 ⼭形県
5013 齋藤 昇 宮城県 5069 ⼤川原 哲也 福島県
5014 ⼩野 哲也 宮城県 5070 佐藤 宏昭 宮城県
5015 ⿅野 英⽣ 宮城県 5071 佐藤 尚宏 新潟県
5016 古積 茂幸 宮城県 5072 ⻘葉 達夫 宮城県
5017 柘植 とおる ⼭形県 5073 伊藤 稔宏 宮城県
5018 菅原 淳 宮城県 5074 林崎 伸師 岩⼿県
5019 ⼩野 滋義 茨城県 5075 村上 信之 宮城県
5020 岡⽥ 信司 宮城県 5076 花⽥ 清志 ⻘森県
5021 原 政⾂ 宮城県 5077 中野 ⽂雄 新潟県
5022 紀野国 芳信 宮城県 5078 川村 正美 宮城県
5023 浜⽥ 雅実 宮城県 5079 ⾦澤 錬太郎 宮城県
5024 武⽥ 善弘 ⼭形県 5080 千葉　 哲也 神奈川県
5025 松本 英哉 福島県 5081 千賀 崇之 宮城県
5026 川村 和仁 宮城県 5082 菅原　 ⼀顕 宮城県
5027 ⾼橋 正記 ⼭形県 5083 加藤 誠史 宮城県
5028 伊藤 仁 ⼭形県 5084 奈良 佳彦 ⻘森県
5029 熊⽥ 稔浩 秋⽥県 5085 坂本 正樹 宮城県
5030 ⽚⼭ 敦 宮城県 5086 齋藤 充 宮城県
5031 内⼭ 敦雄 東京都 5087 林 和利 栃⽊県
5032 武⽥ 弘明 岩⼿県 5088 鈴⽊ ⼀弘 福島県
5033 ⽵内 正⼈ 宮城県 5089 伊藤 敦弘 宮城県
5034 半澤 勝之 宮城県 5090 酒井 啓充 岩⼿県
5035 佐藤 裕⼆ 宮城県 5091 植⽥ 昌之 宮城県
5036 ⼤瀧 圭介 宮城県 5092 佐藤 尚之 宮城県
5037 鈴⽊ 信久 宮城県 5093 ⼩林 俊輔 宮城県
5038 安野 正志 宮城県 5094 清河 達朗 宮城県
5039 佐藤 昭彦 宮城県 5095 今井 照夫 埼⽟県
5040 ⽮吹 暁 宮城県 5096 内崎 隆幸 宮城県
5041 五⼗澤 桂幸 宮城県 5097 齋藤 慶親 ⼭形県
5042 菅野 誠 福島県 5098 五⼗嵐 司 宮城県
5043 ⼟岐 春彦 宮城県 5099 東⾕ 篤志 宮城県
5044 齋藤 ⼤ ⼭形県 5100 ⾼階 伸樹 宮城県
5045 ⽚⼭ 彰久 三重県 5101 ⼤沼 智 秋⽥県



ロードレーサーの部 男⼦E ロードレーサーの部 男⼦F

No. ⽒　名 都道府県 No. ⽒　名 都道府県
5102 遠藤 秀男 宮城県 6033 ⼤場 精⼀ ⼭形県
5103 ⾼橋 博達 宮城県 6034 ⼀之瀬 正樹 宮城県
5104 本間 ⼀宇 宮城県 6035 中⾥ 和男 宮城県
5105 建尾 義⽂ 宮城県 6036 佐藤 和正 宮城県
5106 熊⽥ 則夫 千葉県 6037 ⼭川 清⼀ 宮城県
5107 千葉 敏彦 宮城県 6038 ⾕地 道夫 宮城県
5108 ⼩野 ⾼夫 福島県 6039 菅野 久男 宮城県
5109 ⾼橋 政⽂ 宮城県 6040 瀬川 雅紀 宮城県
5110 植⽊ 統 宮城県 6041 秋⼭ 茂 福島県
5111 岩間 栄⼆ 栃⽊県 6042 佐藤 庄⼆ 秋⽥県
5112 ⾼橋 弘 宮城県 6043 志村 正光 宮城県
5113 上⼭ 完 神奈川県 6044 沼倉 篤夫 秋⽥県
5114 阿部 仁⼀ 宮城県 6045 菊⽥ 幸寿 宮城県
5115 阿部 克⼰ 宮城県 6046 坂本 明⽣ ⻑野県
5116 落合 雅哉 東京都
5117 鏡 光典 ⼭形県 ロードレーサーの部 ⼥⼦
5118 野⼝ 睦 宮城県
5119 舞草 貴志 宮城県 No. ⽒　名 都道府県
5120 ⾹⽉ 英伸 栃⽊県 7001 ⽯⽥ 和⼦ 福島県
5121 佐藤 敏之 宮城県 7002 中⾥ 博⼦ 宮城県

7003 鈴⽊ 亜希 ⼭形県
ロードレーサーの部 男⼦F 7004 番匠 理絵 宮城県

7005 今泉 ⾹菜 宮城県
No. ⽒　名 都道府県 7006 佐藤 さくら 宮城県

6001 加藤 仁 宮城県 7007 松本 恵 ⼭形県
6002 渡辺 ⼀彦 宮城県 7008 佐藤 進美 宮城県
6003 ⽯井 徹 宮城県 7009 奥村 舞 ⼭形県
6004 佐々⽊ 裕⼈ 宮城県 7010 熊⾕ 賀代 宮城県
6005 ⾈⼭ 裕⼠ 宮城県 7011 恩⽥ 優海 宮城県
6006 林 雅弘 ⼭形県 7012 伊藤 ⾥恵 宮城県
6007 ⼩野 常夫 宮城県 7013 市川 和代 宮城県
6008 五⼗嵐 英明 ⼭形県 7014 沖⽥ 暁⼦ ⻘森県
6009 ⾼橋 誠⼀ 秋⽥県 7015 佐野 ひろみ 宮城県
6010 佐々⽊ 忠雄 宮城県 7016 ⼭⼝ 和⼦ 宮城県
6011 江幡 順司 秋⽥県 7017 ⽥島 史⼦ 福島県
6012 井上 博之 ⼭形県 7018 ⽚桐 かさ⾳ ⼭形県
6013 菊地 孝⾏ 宮城県 7019 佐藤 希 宮城県
6014 武⼭ 聡 宮城県 7020 ⼩池 るみ⼦ 東京都
6015 市川 稔 宮城県 7021 ⼭川 ⾹織 ⼭形県
6016 熊⾕ 達也 宮城県 7022 渡辺 華史 東京都
6017 佐藤 功⼀ ⼭形県 7023 磯村 芳⼦ 宮城県
6018 阿部 俊司 ⼭形県
6019 加藤 義美 宮城県 MTBの部 男⼦
6020 平地 幸⼀ 福島県
6021 加藤 俊⼀ 宮城県 No. ⽒　名 都道府県
6022 伊藤 秀範 岩⼿県 8001 佐藤 弘樹 宮城県
6023 菊池 裕幸 岩⼿県 8002 ⼯藤 尊 岡⼭県
6024 並川 功 東京都 8003 佐藤 善武 宮城県
6025 中村 正壽 群⾺県 8004 丹野 航太 宮城県
6026 池⽥ 光義 ⼭形県 8005 加藤 道義 宮城県
6027 川名 美宏 宮城県 8006 岩渕 ⼆三男 宮城県
6028 ⽥中 修司 宮城県 8007 細⽥ ⼤造 秋⽥県
6029 ⼭⽥ 久志 宮城県 8008 ⽥島 育郎 岩⼿県
6030 齋 雄⼀ 宮城県 8009 佐々⽊ 博也 岩⼿県
6031 菊地 美樹雄 沖縄県 8010 ⾼橋 雄治 宮城県
6032 橋本 光男 茨城県 8011 伊藤 太 宮城県



MTBの部 男⼦

No. ⽒　名 都道府県
8012 佐久間 成隆 福島県
8013 會川 和⼰ 宮城県
8014 井上 哲 新潟県

MTBの部 ⼥⼦

No. ⽒　名 都道府県
9001 平野 幸⼦ 宮城県
9002 ⼩野 由美 福島県
9003 ⽔越 ユカ 東京都

インバウンドの部

No. ⽒　名 都道府県
Z001 Kunyoung Ro Korea
Z002 Dongkyun Yang Korea
Z003 Jonghak Kim Korea
Z004 Michael Pryde New Zealand

Z005 Michael Rice U.S.A.
Z006 WEN-CHUN HSU Taiwan
Z007 WEN-SHENG TANG Taiwan
Z008 AY-LIN WANG Taiwan
Z009 SHENG-SEN SU Taiwan
Z010 CHING-YEN CHANG Taiwan
Z011 SHIH-MIN LO Taiwan
Z012 CHANG-YI LEE Taiwan
Z013 JIA-YUAN YANG Taiwan
Z014 TING-YUN HUANG Taiwan
Z015 Thanyavi Chinsuwan Thailand
Z016 Thienthai Sangkhaphanthanon Thailand
Z017 Nutthapong Chaiwanitphon Thailand
Z018 Thitisan Lewroongruang Thailand
Z019 Tanason Lewroongruang Thailand
Z020 Suravut Hsitantivech Thailand
Z021 Chalit Borwonnauwarux Thailand
Z022 Anut Pruksuwat Thailand
Z023 Tanakorn Sungon Thailand
Z024 Pornson Tesharojanasup Thailand
Z025 Ekarin Chinsomboon Thailand
Z026 Sarawut Preechaborisutkul Thailand
Z027 Pornchai Thongchuen Thailand
Z028 Theerawat Maysasittiwit Thailand
Z029 Chaiyasit Jamkajang Thailand
Z030 Kamonsak Soralaklikhit Thailand
Z031 MING-HAO CHEN Taiwan


