
クラス 氏名 ふりがな チーム名 都道府県名 45歳以上(大会当日）

101 (1)ミニマム級/47.62kg以下 土屋 直樹 つちやなおき チームメビウス 群馬県 X

102 (1)ミニマム級/47.62kg以下 水谷 悠平 みずたに ゆうへい MZT 新潟県 X

103 (1)ミニマム級/47.62kg以下 生尾 完 なまおかん Blau Blitzen 猪苗代 X

104 (1)ミニマム級/47.62kg以下 佐川 豪琉 さがわたける ブレンダ仙台 宮城県 X

201 (2)ライトフライ級/48.97kg以下 竹内 誠 たけうち まこと 高齢者の会 埼玉県 〇

202 (2)ライトフライ級/48.97kg以下 真下 佑斗 ましもゆうと 福島県 X

301 (3)フライ級/50.80kg以下 振屋 拓実 ふるやたくみ MIVRO 東京都 X

302 (3)フライ級/50.80kg以下 稲田 直也 いなだなおや ゼノアックサイクリングチーム 郡山市 X

303 (3)フライ級/50.80kg以下 遠藤 隆 えんどう たかし もとみやトライアスロン倶楽部 本宮市 〇

304 (3)フライ級/50.80kg以下 篠崎 勇杜 しのざき はやと T-serv 埼玉県 X

305 (3)フライ級/50.80kg以下 近藤 浩太 こんどうこうた 棚倉町 X

401 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 齋藤 航 さいとうわたる team Physalis 郡山市 X

402 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 安齋 達也 あんざいたつや TakuBotti 郡山市 X

403 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 岡田 拓 おかだ ひろし 平日温泉ライダー 東京都 X

404 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 菅井 規泰 すがいのりやす 茨城県 〇

405 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 大橋 尚哉 おおはし なおや tours.net 千葉県 〇

406 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 小林 宏和 こばやし ひろかず NAMIBIA PROJECT Cycling Team 神奈川県 〇

407 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 出丸 祐人 いでまる ゆうじん まじぺぺ 宮城県 〇

408 (4)スーパーフライ級/52.16kg以下 品川 雅之 しながわまさゆき 茨城県 X

501 (5)バンタム級/53.52kg以下 斉藤 利幸 さいとう としゆき GEZELLIG 茨城県 〇

502 (5)バンタム級/53.52kg以下 相原 匡兵 あいはらきょうへい 宮城県 X

503 (5)バンタム級/53.52kg以下 遠藤 友樹 えんどうともき 群馬県 X

504 (5)バンタム級/53.52kg以下 広野 正明 ひろのまさあき チ-ムNEMOTOiso 茨城県 〇

505 (5)バンタム級/53.52kg以下 池田 隆人 いけだ たかと TEAM  ZWC 東京都 X

506 (5)バンタム級/53.52kg以下 生井 武龍 なまいたける 心レーシング 神奈川県 X

507 (5)バンタム級/53.52kg以下 高塚 雅弘 たかつか まさひろ 千葉県 〇

508 (5)バンタム級/53.52kg以下 木村 陽一 きむら よういち post 田村市 X

509 (5)バンタム級/53.52kg以下 渡邉 虎太郎 わたなべこたろう 岩手大学自転車競技部 岩手県 X

510 (5)バンタム級/53.52kg以下 玉仙 健一 ギョクセン ケンイチ FORCE 神奈川県 X

511 (5)バンタム級/53.52kg以下 小林 正人 こばやしまさと Unity 茨城県 X

601 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 五十嵐 和輝 いがらしかずき クラッポ 南会津町 X

602 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 須澤 祐章 すざわ ゆうしょう PK4NET 千葉県 〇

603 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 佐藤 寿典 さとう としのり 大福屋 埼玉県 X

604 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 加藤 丈夫 かとうじょうぶ チームストロング 宮城県 X

605 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 井上 裕貴 いのうえ ゆうき Shirokita J's Cycling 宮城 X

606 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 齊藤 雅仁 さいとうまさひと 郡山サイクルフレンズ 福島県 X

607 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 吉川 勇介 よしかわゆうすけ NEMOTOiso 茨城県 X

608 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 中内 誠 なかうち まこと Team Skyberry 群馬県 X

609 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 大平 明洋 おおひらあきひろ サタアリ いわき市 〇

610 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 大澤 康生 おおさわ やすお 群馬自転車部アレグロ 群馬県 X

611 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 丸山 広志 まるやまひろし こころレーシング 神奈川県 X

612 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 宇賀持 凌 うがもち りょう サイタマサイクルプロジェクト 栃木県 X

613 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 斎藤 拓歩 さいとう たくほ 二本松市 X

614 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 新田 弘信 にったひろのぶ un loup 宮城県 〇

615 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 大阿久 和誠 おおあくまさのぶ 福島県 X

616 (6)スーパーバンタム級/55.34kg以下 下山 和也 しもやまかずや LinkTOHOKU 宮城県 X

701 (7)フェザー級/57.15kg以下 前川 善昭 まえかわ よしあき 栃木県 〇

702 (7)フェザー級/57.15kg以下 水谷 淳 みずたにじゅん MIVRO 神奈川県 X

703 (7)フェザー級/57.15kg以下 佐藤 満 さとう みつる チーム玄米 郡山市 X

704 (7)フェザー級/57.15kg以下 井浦 優太朗 いうら ゆうたろう てくてく 埼玉県 X

705 (7)フェザー級/57.15kg以下 箱石 元紀 はこいしげんき Kasama Volpe 茨城県 X

706 (7)フェザー級/57.15kg以下 野口 清 のぐち きよし 茨城県 〇

707 (7)フェザー級/57.15kg以下 瀬川 雅紀 せがわ まさのり ベルエキッブしびれ隊 宮城県 〇

708 (7)フェザー級/57.15kg以下 斎藤 明 さいとう あきら KOOK 郡山市 〇

709 (7)フェザー級/57.15kg以下 星 明彦 ほし あきひこ （有）沿岸警備保障 埼玉県 〇

710 (7)フェザー級/57.15kg以下 山本 詠史 やまもとえいじ MIVRO 東京都 X

711 (7)フェザー級/57.15kg以下 木田 光一 きだ こういち BBR 浅川町 X

712 (7)フェザー級/57.15kg以下 遠藤 和伸 えんどう かつのぶ 福島県 X

713 (7)フェザー級/57.15kg以下 杉内 拓哉 すぎうちたくや 福島市 X

714 (7)フェザー級/57.15kg以下 坂本 昌祐 さかもとまさひろ 福島県 〇

715 (7)フェザー級/57.15kg以下 堀江 一葉 ほりえ かすは ブラウブリッツェン 茨城県 X

716 (7)フェザー級/57.15kg以下 小林 成輔 こばやし せいすけ 東京都 X

717 (7)フェザー級/57.15kg以下 ⾧尾 知宏 ながお ともひろ Honda栃木 栃木県 〇

718 (7)フェザー級/57.15kg以下 加納 篤 かのう あつし VC福岡（エリート） 埼玉県 X

719 (7)フェザー級/57.15kg以下 佐々木 航洋 ささきこうよう team nacree 宮城県 X

720 (7)フェザー級/57.15kg以下 遠藤 裕太 えんどうゆうた FROG喜多方サイクリングチーム 喜多方市 X

721 (7)フェザー級/57.15kg以下 宮本 賢一 みやもとけんいち LinkTOHOKU 栃木県 〇

801 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 志田 佳成 しだ よしなり アクシートライアスロンチーム 新潟 X



802 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 関口 秀樹 せきぐち ひでき 群馬県 〇

803 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 古川 修 ふるかわおさむ 矢板アローズCyclingTeam 栃木県 X

804 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 倉垣 龍星 くらがきりゅうせい MIVRO 東京都 X

805 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 助川 修 すけがわ おさむ 三菱電機(株) 郡山工場 福島県 〇

806 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 内山 直也 うちやま なおや projectk 千葉県 〇

807 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 榊原 雅史 さかきばらまさし Kasama Volpe 茨城県 X

808 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 八巻 章 やまきあきら 伊達市 X

809 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 関口 究 せきぐち きわむ otr 茨城県 〇

810 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 大塚 啓示 おおつか けいじ 栃木県 〇

811 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 渡邉 優介 わたなべ ゆうすけ HONDA栃木 栃木県 X

812 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 渡邉 重幸 わたなべしげゆき オンザロード 千葉県 X

813 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 今野 敦司 コンノアツシ 福島県 X

814 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 小野 厚 おの あつし LostCAT いわき市 〇

815 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 今福 正幸 いまふく まさゆき いわき市 X

816 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 藤田 秀樹 ふじた ひでき 広野町 〇

817 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 三原 圭太 みはらけいた 福島県 X

818 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 渡辺 徹 わなたべ とおる あぶくまサイクリングクラブ 二本松市 X

819 (8)スーパーフェザー級/58.97kg以下 鈴木 龍悟 すずきりょうご 埼玉県 X

901 (9)ライト級/61.23kg以下 矢島 竜一 やじま りゅういち TEAM AMiGos 埼玉県 〇

902 (9)ライト級/61.23kg以下 西加 辰郎 にしか たつろう うさぎさんチーム 宮城県 〇

903 (9)ライト級/61.23kg以下 成田 元晴 なりたもとはる precious 郡山市 X

904 (9)ライト級/61.23kg以下 佐藤 広太 さとうこうた クラブニ輪倶 山形県 X

905 (9)ライト級/61.23kg以下 高橋 敏康 たかはし としやす NAMAZU PLUS TOCHIGI 栃木 〇

906 (9)ライト級/61.23kg以下 出口 雄二 でぐち ゆうじ KCF/CCJ いわき市 〇

907 (9)ライト級/61.23kg以下 斉藤 毅 さいとう たけし オンザロード 茨城県 X

908 (9)ライト級/61.23kg以下 宮城 嗣秀 みやぎ つぐひで 天照CST 埼玉県 X

909 (9)ライト級/61.23kg以下 鈴木 広哉 すずきひろや いわき市 X

910 (9)ライト級/61.23kg以下 西山 健太 にしやま けんた オンザロード 茨城県 X

911 (9)ライト級/61.23kg以下 宮島 卓也 みやじまたくや 千葉県 X

912 (9)ライト級/61.23kg以下 高野 博 たかの ひろし 南相馬市 〇

913 (9)ライト級/61.23kg以下 千葉 学 ちば まなぶ 宮城県 X

914 (9)ライト級/61.23kg以下 坂田 繁也 さかたしげや 千葉県 X

915 (9)ライト級/61.23kg以下 丹内 寛人 たんないひろと 矢吹町 X

916 (9)ライト級/61.23kg以下 五十嵐 裕人 いがらしひろと チームマリリン 福島市 X

917 (9)ライト級/61.23kg以下 石井 章彦 いしい あきひこ チームマリリン 福島県 X

918 (9)ライト級/61.23kg以下 舞良 晟 もうりょうみちる TGUCC 宮城県 X

919 (9)ライト級/61.23kg以下 熊坂 鳳雅 くまさかほうが TGUCC 宮城県 X

920 (9)ライト級/61.23kg以下 阿部 孝寛 あべ たかひろ 柳サイクリングチーム 柳津町 X

921 (9)ライト級/61.23kg以下 原 良多 はら りょうた 福島市 X

922 (9)ライト級/61.23kg以下 緑川 邦朗 みどりかわ くにあき 茨城県 X

923 (9)ライト級/61.23kg以下 青木 和巳 あおき かずみ 栃木県 〇

924 (9)ライト級/61.23kg以下 田村 岳彦 たむら たけひこ チーム週末ライド 郡山市 X

925 (9)ライト級/61.23kg以下 大出 純哉 オオデ ジュンヤ オンザロード守谷 茨城県 〇

926 (9)ライト級/61.23kg以下 川又 弘道 かわまた ひろみち 千葉県 〇

927 (9)ライト級/61.23kg以下 加藤 稜太朗 かとうりょうたろう 成城大学サイクリング部 東京都 X

928 (9)ライト級/61.23kg以下 菊地 雄成 きくちゆうせい 宮城県 X

929 (9)ライト級/61.23kg以下 佐藤 楓樹 さとうふうき Team EPC 宮城県 X

930 (9)ライト級/61.23kg以下 相馬 康孝 そうま やすたか 茨城県 X

931 (9)ライト級/61.23kg以下 小澤 太陽 おざわ たいよう いわき市 X

932 (9)ライト級/61.23kg以下 薄葉 幸二 うすは こうじ BBR 白河市 X

1001 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 菊池 俊朗 きくちとしろう NEMOTO.iso 茨城県 〇

1002 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 岡 泰誠 おか やすまさ イナーメ信濃山形 埼玉県 X

1003 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 森 俊明 もり としあき MIVRO 東京都 〇

1004 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 佐藤 太星 さとうたいせい 東北学院大学サイクリング部 宮城県 X

1005 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 檜山 昭信 ひやま あきのぶ PADDY HITACHINAKA 茨城県 〇

1006 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 藤倉 茂雄 ふじくらしげお スカイベリー 栃木県 〇

1007 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 渡辺 広 わたなべ ひろし ケニーズレーシング 新潟県 〇

1008 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 松井 俊輔 まつい しゅんすけ Kasama Volpe 茨城県 〇

1009 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 増田 恭雄 ますだやすお Kasama Volpe 茨城県 〇

1010 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 和知 大介 わち だいすけ Honda栃木 栃木県 〇

1011 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 佐藤 義大 サトウヨシヒロ KOOK 郡山市 X

1012 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 西川 正隼 にしかわ まさとし 矢板アローズCyclingTeam 栃木県 X

1013 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 菊地 航平 きくち こうへい Shirokita J's Cycling 宮城 X

1014 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 大庭 嘉久 おおば よしひさ 埼玉県 X

1015 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 白川 正樹 しらかわ まさき BBR 白河市 X

1016 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 緑川 勝 みどりかわまさる 茨城県 〇

1017 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 鷹野 透 たかのとおる オンザロード 茨城県 X

1018 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 木本 佳秀 きもとよしひで 湯ノ岳仙人 いわき市 〇

1019 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 手塚 功一 てづかこういち OTR 茨城県 X



1020 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 名和 孝博 なわ たかひろ 心レー 神奈川県 X

1021 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 鈴木 孝 すずき たかし あぶくまサイクリングクラブ 矢吹町 〇

1022 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 藤野 壽浩 ふじのとしひろ 福島市 〇

1023 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 久保田 勇希 くぼたゆうき 福島県社会福祉事業団 中島村 X

1024 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 大槻 怜弥 おおつき れんや 福島県社会福祉事業団 矢吹町 X

1025 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 橘内 和也 きつないかずや チームトレイン 伊達市 X

1026 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 小石川 登志男 こいしかわ としお 週末ライド 郡山市 〇

1027 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 安西 清一 あんざいせいいち frog喜多方サイクリングチーム 会津若松市 〇

1028 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 大竹 一郎 おおたけ いちろう 昭和輪業商会 白河 〇

1029 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 宇野 一成 うの かずなり 茨城CXレーシングチーム 茨城県 〇

1030 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 栗田 裕久 くりた ひろひさ 埼玉県 〇

1031 (10)スーパーライト級/63.50kg以下 高橋 龍太郎 たかはしりゅうたろう 岩手大学自転車競技部 岩手県 X

1101 (11)ウェルター級/66.68kg以下 猪股 洋一郎 いのまたよういちろう team栄優恵 会津若松市 X

1102 (11)ウェルター級/66.68kg以下 町田 秀則 まちだひでのり いわき市 〇

1103 (11)ウェルター級/66.68kg以下 田崎 昭一 たさきしょういち JX磯原大盛塾NEMOTO 茨城県 〇

1104 (11)ウェルター級/66.68kg以下 橋本 太 はしもと ふとし 川俣南小 伊達市 〇

1105 (11)ウェルター級/66.68kg以下 横田 京祐 よこたきょうすけ 田村市 X

1106 (11)ウェルター級/66.68kg以下 鈴木 亮平 すずきりょうへい team  Physalis 郡山市 X

1107 (11)ウェルター級/66.68kg以下 廣瀬 友祐 ヒロセ ユウスケ オンザロード 茨城県 X

1108 (11)ウェルター級/66.68kg以下 鈴木 貴士 すずき たかし 福島市 X

1109 (11)ウェルター級/66.68kg以下 青塚 伸孝 あおつか のぶたか 茨城県立こころの医療センター 自転車部 埼玉県 X

1110 (11)ウェルター級/66.68kg以下 中森 晃太郎 なかもり こうたろう MIVRO 東京都 X

1111 (11)ウェルター級/66.68kg以下 麻本 智幸 あさもと ともゆき ストロング 宮城県 〇

1112 (11)ウェルター級/66.68kg以下 矢竹 秀行 やたけひでゆき 東京都 X

1113 (11)ウェルター級/66.68kg以下 星 壮紀 ほし たけのり precious 会津若松市 X

1114 (11)ウェルター級/66.68kg以下 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと 鮎信友の会 郡山市 〇

1115 (11)ウェルター級/66.68kg以下 堀井 洸 ほりい こう TEAM SKYBERRY 栃木県 X

1116 (11)ウェルター級/66.68kg以下 生田目  修 なまため おさむ イナーメ信濃山形 栃木県 〇

1117 (11)ウェルター級/66.68kg以下 今野 宏 こんの ひろし AIMracingteam 宮城県 〇

1118 (11)ウェルター級/66.68kg以下 守屋 大作 もりやだいさく SEKIみちのく 宮城県 〇

1119 (11)ウェルター級/66.68kg以下 大塚 健太郎 おおつか けんたろう YOKOSUKA UNO RACING 神奈川県 X

1120 (11)ウェルター級/66.68kg以下 柴田 敦史 しばたあつし 超カルレーシング 郡山市 X

1121 (11)ウェルター級/66.68kg以下 塩田 隆一 しおた りゅういち 東京都 〇

1122 (11)ウェルター級/66.68kg以下 市田 裕樹 いちたひろき チーム玄米 郡山市 X

1123 (11)ウェルター級/66.68kg以下 佐藤 信人 サトウ ノブヒト 南相馬市 〇

1124 (11)ウェルター級/66.68kg以下 吉野 瑠人 よしのりゅうと 宮城県 X

1125 (11)ウェルター級/66.68kg以下 田中 剛 たなかつよし MTC 福島県福島市 〇

1126 (11)ウェルター級/66.68kg以下 澤井 有希 澤井ゆうき 株式会社BOSCO 猪苗代町 X

1127 (11)ウェルター級/66.68kg以下 阿部 宏行 あべひろゆき 宮城県 〇

1128 (11)ウェルター級/66.68kg以下 岡本 力 おかもと つとむ Paddy HITACHINAKA 茨城県 X

1129 (11)ウェルター級/66.68kg以下 菊池 真也 きくち しんや なし 千葉県 X

1130 (11)ウェルター級/66.68kg以下 福野 純一 ふくの じゅんいち Honda栃木 栃木県 〇

1131 (11)ウェルター級/66.68kg以下 齋藤 光一 さいとうこういち F(t)麒麟山Racing 茨城県 X

1132 (11)ウェルター級/66.68kg以下 香野 祐一 こうの ゆういち LinkTOHOKU いわき市 X

1201 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 早坂 隆 はやさかりょう 宮城県 X

1202 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 片寄 雅一 かたよせまさかず 福島県 X

1203 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 高安 徹至 たかやす てつじ お山の会 千葉県 〇

1204 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 高橋 順一 たかはしじゅんいち チームストロング 宮城県 〇

1205 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 今井 孝治 いまい こうじ オンザロード 茨城県 X

1206 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 松本 ヒロタツ まつもと ひろたつ 東京都 X

1207 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 笹川 泰 ささかわ ひろし LostCAT いわき市 〇

1208 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 金澤 重之 かなざわしげゆき 郡山市 X

1209 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 滝田 雅史 たきた まさふみ First Contact 栃木県 X

1210 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 佐久間 大 さくまだい ピーク・ツー 福島市 X

1211 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 高田 雅一 たかだ まさかず オンザロード 茨城県 〇

1212 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 榎本 達也 えのもとたつや 群馬自転車部 ALLEGRO 埼玉県 X

1213 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 下村 宏 しもむら ひろし ニコンレーシング 宮城県 〇

1214 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 佐藤 智典 さとうとものり チーム トレイン 伊達市 X

1215 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 熊坂 富哉 くまさかふみや Team EPC 宮城県 X

1216 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 赤松 政彦 あかまつ まさひこ PRT koseki 茨城県 〇

1217 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 小幡 諭史 おばた さとし Ride or Die 伊達市 X

1218 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 小出 隆 こいで たかし 栃木県 〇

1219 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 森山 岳 もりやま がく 川口市自転車競技連盟 埼玉県 〇

1220 (12)スーパーウェルター級/69.85kg以下 勝又 武志 かつまた たけし 湘南レーシングチーム松輪塾 神奈川県 〇

1301 (13)ミドル級/72.57kg以下 黒田 典男 くろだ のりお 伊達市 〇

1302 (13)ミドル級/72.57kg以下 松島 寿樹 まつしまとしき OTR 茨城県 X

1303 (13)ミドル級/72.57kg以下 齋藤 佑輔 さいとうゆうすけ ZEBR@ 栃木県 X

1304 (13)ミドル級/72.57kg以下 山部 大輔 やまべ だいすけ Honda栃木 栃木県 X

1305 (13)ミドル級/72.57kg以下 渡邊 和彦 わたなべ かずひこ Kasama Volpe 茨城県 X



1306 (13)ミドル級/72.57kg以下 田野井 健 たのいまさる チームスカイベリー 栃木県 X

1307 (13)ミドル級/72.57kg以下 根本 直義 ねもとただよし お山の会 千葉県 X

1308 (13)ミドル級/72.57kg以下 竹田 伸明 たけだのぶあき 東京都 〇

1309 (13)ミドル級/72.57kg以下 早坂 明彦 はやさか あきひこ 早輪會 宮城県 〇

1310 (13)ミドル級/72.57kg以下 鈴木 良 すずき りょう チームストロング 宮城県 X

1311 (13)ミドル級/72.57kg以下 比佐野 皓司 ひさの こうじ Team AGOO 宮城県 X

1312 (13)ミドル級/72.57kg以下 白川 忠文 しらかわただふみ BBR 福島県 〇

1313 (13)ミドル級/72.57kg以下 浅川 美洋 あさかわ よしひろ 矢吹町 X

1314 (13)ミドル級/72.57kg以下 鈴木 孝一 すずき こういち LostCAT いわき市 〇

1315 (13)ミドル級/72.57kg以下 千葉 秀樹 ちばひでき njk 福島県 〇

1316 (13)ミドル級/72.57kg以下 橋本 明彦 はしもと あきひこ エントリー名 三菱電機 郡山工場 福島県 〇

1317 (13)ミドル級/72.57kg以下 矢吹 正人 やぶきまさと 福島県 X

1318 (13)ミドル級/72.57kg以下 高橋 均 たかはし ひとし 飯舘村 〇

1319 (13)ミドル級/72.57kg以下 末永 健太郎 すえなが けんたろう 福島市 X

1320 (13)ミドル級/72.57kg以下 浜田 博史 はまだひろし オンザロード 茨城県 〇

1321 (13)ミドル級/72.57kg以下 松本 悠斗 まつもと ゆうと Paddy Hitachinaka 茨城県 X

1322 (13)ミドル級/72.57kg以下 今村 文博 いまむらふみひろ 栃木県 〇

1323 (13)ミドル級/72.57kg以下 五月女 洋 さおとめ ひろし 山形県 X

1324 (13)ミドル級/72.57kg以下 浜田 悠人 はまだゆうと ACTIVIKE 東京都 X

1325 (13)ミドル級/72.57kg以下 大塚 智広 おおつかともひろ 福島県 X

1326 (13)ミドル級/72.57kg以下 篠崎 友 しのざきゆう モンスタートライアスロンクラブ 神奈川県 X

1327 (13)ミドル級/72.57kg以下 ⾧島 寛征 ながしまひろゆき 東京都 X

1328 (13)ミドル級/72.57kg以下 相澤 努 あいざわ つとむ まじぺぺ 宮城県 〇

1329 (13)ミドル級/72.57kg以下 西方 秀文 にしかたひでふみ 郡山市 〇

1330 (13)ミドル級/72.57kg以下 伊藤 侑也 いとうゆうや MIVRO 東京都 X

1331 (13)ミドル級/72.57kg以下 本田 圭吾 ほんだけいご Crucible仙台 福島県 X

1332 (13)ミドル級/72.57kg以下 桑原 正樹 桑原正樹 山梨県 〇

1401 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 阿部 宏 あべ ひろし 福島県 〇

1402 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 仁科 洋人 にしなひろと N道場 千葉県 〇

1403 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 矢ケ崎 文男 やがさき ふみお オンザロード 茨城県 〇

1404 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 松永 大輔 まつながだいすけ 東京都 X

1405 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 鈴木 智 すずきさとし 福島市 X

1406 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 渡邉 貴史 わたなべ たかふみ Paddy HITACHINAKA 茨城県 〇

1407 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 遠藤 喜敬 えんどう よしたか チーム玄米 郡山市 〇

1408 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 井原 正敏 いはらまさとし 茨城県 〇

1409 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 片山 英信 かたやま ひでのぶ B.B.R. 白河市 〇

1410 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 鵜沼 信一 うぬましんいち BBR 白河市 〇

1411 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 阿部 翔太 あべしょうた ストロング・ゼロ （9%） 岩手県 X

1412 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 吉田 賢一郎 よしだけんいちろう 福島市 X

1413 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 村田 瞬一郎 むらた しゅんいちろう 埼玉県 X

1414 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 室井 峻 むろいしゅん 福島県社会福祉事業団 西郷村 X

1415 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 栗本 明史 くりもと あきふみ まじぺぺ 宮城県 〇

1416 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 佐川 崇 さがわたかし 宮城県 〇

1417 (14)スーパーミドル級/76.20kg以下 平尾 学 ひらおまなぶ 茨城CXレーシングチーム 茨城県 X

1501 (15)ライトヘビー級(79.38kg以下) 馬場 寿一 ばば ひさかず ゼノアックサイクリングチーム 郡山市 〇

1502 (15)ライトヘビー級(79.38kg以下) 石野 順一 イシノ ジュンイチ オンザロード 茨城県 〇

1503 (15)ライトヘビー級(79.38kg以下) 清水 和史 しみずかずふみ BBR 福島県 X

1601 (16)クルーザー級/90.72kg以下 忠鉢 信一 ちゅうばちしんいち ＭＩＶＲＯ 東京都 〇

1602 (16)クルーザー級/90.72kg以下 槻林 喬宏 つきばやしたかひろ 宮城県 X

1603 (16)クルーザー級/90.72kg以下 鈴木 寛基 すずきひろき 須賀川 X

1604 (16)クルーザー級/90.72kg以下 倉橋 果南 くらはしかなん 茨城県 X

1701 (17)ヘビー級/90.72kg以上 大島 啓一郎 おおしまけいいちろう Team EPC 宮城県 X

1702 (17)ヘビー級/90.72kg以上 大沼 喜浩 おおぬまよしひろ チームヨシノwithサギポタ 福島市 X

1703 (17)ヘビー級/90.72kg以上 佐々木 貴司 ささきたかし 宮城県 X

1704 (17)ヘビー級/90.72kg以上 伊藤 智 いとうさとし ゼノアックサイクリングチーム 郡山市 X

1705 (17)ヘビー級/90.72kg以上 小嶋 敬二 こじまけいじ keiG 石川県 〇

1706 (17)ヘビー級/90.72kg以上 服部 崇 はっとりたかし 二本松市 X

1707 (17)ヘビー級/90.72kg以上 板谷 英治 いたや えいじ モンスタートライアスロンクラブ 神奈川県 X

1708 (17)ヘビー級/90.72kg以上 内山 洋介 うちやまようすけ 東京都 X

1801 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） バーチャロン大好きオヂさん 地獄の特訓部 ソドー島支店 神奈川県

1802 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） 島田アル 神奈川県

1803 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） Rainy 東京都

1804 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） たてちよ 須賀川市

1805 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） Altein 千葉県

1806 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） ヤマダ・アズナブル ジオン公国 千葉県

1807 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） リンちゃん あまてらす 埼玉県

1808 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） MetalpinkP モンスタートライアスロンクラブ 神奈川県

1809 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） 野島さつき アイカツ自転車部 東京都

1810 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） まちゃ 塙町



1811 (18)コスプレ部門（上位3位入賞） 夜行 郡山市

1901 (19)女子 竹田 愛子 たけだあいこ 東京都 X

1902 (19)女子 橘川 紀子 きつかわ のりこ Ride or Die 福島市 〇

1903 (19)女子 大関 奏音 おおぜき かなで 会津工業高校 福島県 X

1904 (19)女子 井出 真奈美 いで まなみ team strong 宮城県 X

1905 (19)女子 高瀬 美和子 たかせみわこ オンザロード 茨城県 〇

1906 (19)女子 堀川 倫子 ほりかわみちこ サギポタ 南相馬市 X

1907 (19)女子 千葉 純子 ちばじゅんこ njk 福島県 〇

1908 (19)女子 水谷 彩奈 みずたに あやな MZT 新潟県 X

1909 (19)女子 原田 礼子 はらだれいこ オンザロード 茨城県 X

1910 (19)女子 原 睦 はら むつみ 福島市 X

1911 (19)女子 浜田 里子 はまださとこ オンザロード 茨城県 〇

1912 (19)女子 井原 真美 いはらまみ 茨城県 X

1913 (19)女子 緑川 梢 みどりかわ こずえ 茨城県 X

1914 (19)女子 佐野 啓子 さのけいこ 茨城県 〇

1915 (19)女子 今野 真菜 こんのまな 神奈川県 X

1916 (19)女子 増子 美和 ましこ みわ 郡山市 X

1917 (19)女子 山口 優子 やまぐちゆうこ W.V.C.C. 東京都 〇


