
女子クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

1 開沼　美結 カイヌマ　ミユ FRS

2 堀川　倫子 ホリカワ　ミチコ

3 佐藤　香織 サトウ カオリ

4 奥村　舞 オクムラ　マイ

男子18～29歳クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

5 小関　創斗 コセキ　ソウト クラブ二輪倶

6 齊藤　雅仁 サイトウ　マサヒト ストラバいいね

7 宮野　グスタヴォ ミヤノ　グスタヴォ 新潟国際情報大学　自転車競技部

8 下酉　直也 シモトリ　ナオヤ 新潟国際情報大学　自転車競技部

9 川上　敦司 カワカミ　アツシ 新潟国際情報大学　自転車競技部

10 木村　允哉 キムラ　マサヤ

11 日下　亮 クサカ　リョウ

12 設楽　晏斗 シタラ　ハルト

13 戸田　大翔 トダ　ヤマト

14 加藤　拓也 カトウ　タクヤ 大瀧輪店

男子30代クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

15 巴　亮太 トモエ　リョウタ Zakioka Express

16 大野　太郎 オオノ　タロウ ケニーズ

17 下山　和也 シモヤマ カズヤ 東北スケートクラブ

18 岡村　秀幸 オカムラ　ヒデユキ

19 山鹿　康平 ヤマガ　コウヘイ

20 西成　将人 ニシナリ　マサト

21 柴田　篤 シバタ　アツシ

22 西村　雅人 ニシムラ　マサト

23 太田　勝也 オオタ　カツヤ

24 千田　尚孝 センダ　ナオタカ 自転車村R

25 石塚　大貴 イシヅカ　ダイキ TSCC

26 佐藤　広太 サトウ　コウタ クラブニ輪倶



男子40代クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

27 前川　大輔 マエカワ　ダイスケ first

28 四位　章彦 ヨツイ　アキヒコ FRS

29 星　壮紀 ホシ タケノリ precious

30 山崎　亨 ヤマザキ　トオル TDRC

31 三浦　優 ミウラ　マサル Team Ride

32 高橋　真志 タカハシ　マサシ teamFROG

33 小関　善博 コセキ ヨシヒロ teamFROG

34 大久保　知史 オオクボ トモフミ チーム亀風

35 郷間　一貴 ゴウマ　カズタカ 劇団員ひとり

36 長谷部　純 ハセベ　ジュン

37 佐藤　真澄 サトウ マスミ

38 大井　孝之 オオイ　タカユキ

39 富樫　研輔 トガシ　ケンスケ

40 阿部　博行 アベ　ヒロユキ

41 石川　和正 イシカワ　カズマサ

42 河内　亮 カワウチ　リョウ

43 漆山　敬人 ウルシヤマ　タカト

44 遠藤　克弥 エンドウ　カツヤ

45 須藤　昌亮 スドウ　ヨシアキ

46 尾崎　潤 オザキ　ジュン

47 松田　貴彦 マツダ　タカヒコ

48 今泉　治久 イマイズミ　ハルヒサ

49 堀井　英明 ホリイ ヒデアキ

50 三浦　禎司 ミウラ　テイジ

51 本田　崇 ホンダ　タカシ

52 神林　竜平 カンバヤシ リュウヘイ

53 中村　徳一 ナカムラ ノリカズ

54 萩原　良徳 ハギハラ ヨシノリ

55 上野　和範 ウエノ　カズノリ

56 菅原　暢高 スガワラ ノブタカ クラブ二輪倶

57 筒井　真也 ツツイ　シンヤ Team FROG

58 佐藤　善武 サトウ　ヨシタケ

92 小林　義希 コバヤシ　トモキ



男子50代クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

59 Whitaker　Andy ウイタカ アンディ F(t) 麒麟山 Racing

60 佐藤　茂 サトウ　シゲル GOYO

61 佐藤　知己 サトウ　トモキ Hippo's

62 大森　義一 オオモリ　ヨシカズ クラブ二輪?

63 加藤　孝一 カトウ　コウイチ 高齢者の会

64 稲毛　岳洋 イナゲ タケヒロ 山形市役所

65 河村　太一 カワムラ タイチ 道草屋お茶飲み隊

66 新井　俊英 アライ トシヒデ

67 竹中　広喜 タケナカ　ヒロキ

68 木村　英夫 キムラ　ヒデオ

69 鈴木　誠 スズキ マコト

70 鈴木　直人 スズキ　ナオト

71 横田　孝 ヨコタ　タカシ

72 及川　雅洋 オイカワ　マサヒロ

73 永田　勝久 ナガタ　カツヒサ

74 佐藤　修一郎 サトウ　シュウイチロウ

75 小林　誠 コバヤシ　マコト 俱楽部二輪俱

男子60代クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

76 飯島　勝広 イイジマ　カツヒロ Hang over

77 笹川　泰 ササカワ　ヒロシ LostCAT

78 鈴木　孝一 スズキ コウイチ LostCAT

79 小野　厚 オノ アツシ LostCAT

80 東海林　正紀 ショウジ　マサキ Planetary Yurihonjho

81 太田　通高 オオタ　ミチタカ teamWinner

82 瀬川　雅紀 セガワ　マサノリ ベルキップしびれ隊

83 木本　佳秀 キモト ヨシヒデ 湯の岳仙人

84 今野　正一 コンノ　ショウイチ

85 大島　泰男 オオシマ　ヤスオ

86 西加　辰郎 ニシカ　タツロウ



男子70歳以上クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

87 山田　久志 ヤマダ　ヒサシ

88 金子　一郎 カネコ イチロウ

男子高校生クラス

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

89 阿蘓　来夢 アソ　ライム クラブ二輪倶

90 軽部　翔太郎 カルベ　ショウタロウ

91 本間 想 ホンマ ソウ 大瀧輪店クラブ二輪


