
第３回 茂庭っ湖ライン（TT）タイムトライアルレース　エントリーリスト

ゼッケン 出走時間 氏名 ふりがな 都道府県 性別 チーム名

1 11:00:00 目黒 大雅 めぐろ たいが 東京都 男

2 11:00:30 寺田 豪 てらた ごう 福島県 男

3 11:01:00 蓬田 直生 よもぎだなおき 福島県 男

4 11:01:30 星野 貴也 ほしの　たかや 群馬県 男

5 11:02:00 平形 洋生 ひらかた ひろき 千葉県 男

6 11:02:30 増田 智仁 ますだ ともひと 栃木県 男

7 11:03:00 三井田 雅亮 みいだ　まさあき 新潟県 男

8 11:03:30 船山 崇 ふなやま　たかし 東京都 男

9 11:04:00 香野 祐一 こうの ゆういち 福島県 男

10 11:04:30 西澤 直紀 にしざわ　なおき 長野県 男

11 11:05:00 清野 淳　 せいの　あつし 群馬県 男

12 11:05:30 後藤 泰信 ごとう　やすのぶ 宮城県 男

13 11:06:00 高橋 智明 たかはし　ともあき 宮城県 男

14 11:06:30 奥西 直彦 おくにし なおひこ 宮城県 男

15 11:07:00 山本 耕平 やまもと こうへい 千葉県 男

16 11:07:30 戸田 充晃 とだ　みつあき 埼玉県 男

17 11:08:00 加藤 勇気 かとう ゆうき 山形県 男

18 11:08:30 Wood Andy うっど あんでぃ 新潟県 男

19 11:09:00 工藤 宏之 くどう　ひろゆき 宮城県 男

20 11:09:30 小宅 秀徳 オヤケヒデノリ 東京都 男

21 11:10:00 白鳥 興寛 しらとりともひろ 東京都 男

22 11:10:30 片倉 康喜 かたくら　こうき 宮城県 男

23 11:11:00 宮舘 栄三郎 みやだて えいさぶろう 神奈川県 男

24 11:11:30 東 修 ひがし　おさむ 神奈川県 男

25 11:12:00 大島 達也 おおしま　たつや 神奈川県 男

26 11:12:30 中西 昭夫 なかにしあきお 東京都 男

27 11:13:00 國府田 正司 こうだまさし 栃木県 男

28 11:13:30 戸田 誠 とだ まこと 東京都 男

29 11:14:30 重田 一義 しげた かずよし 埼玉県 男

30 11:16:00 二戸 司 にと　つかさ 山形県 男

31 11:16:30 佐藤 正平 さとう しょうへい 秋田県 男

32 11:17:00 佐野 望 さの のぞむ 宮城県 男

33 11:17:30 吉川 博昭 よしかわ　ひろあき 三重県 男

34 11:18:00 武者 孝 ムシャ　タカシ 東京都 男

35 11:18:30 山倉 幹丈 やまくら　みきたけ 千葉県 男

36 11:19:00 石田 卓也 いしだたくや 山形県 男

37 11:19:30 遠藤 勝男 えんどう かつお 福島県 男

38 11:25:00 狗飼 崚 いぬかいりょう 福島県 男

39 11:25:30 小山 潤 こやま　じゅん 千葉県 男

（１）タイムトライアルバイク男子18歳～29歳

（２）タイムトライアルバイク男子30歳～39歳

（３）タイムトライアルバイク男子40歳～49歳

（４）タイムトライアルバイク男子50歳～59歳

（６）ロードレーサー男子18歳～29歳※DHバー等一切無し

（５）タイムトライアルバイク男子60歳以上
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ゼッケン 出走時間 氏名 ふりがな 都道府県 性別 チーム名

40 11:26:00 石井 慎太郎 いしいしんたろう 埼玉県 男

41 11:26:30 丹野 航太 たんの　こうた 宮城県 男

42 11:27:00 佐藤 渉 さとう わたる 宮城県 男

43 11:27:30 菅野 隆喜 かんのりゅうき 福島県 男

44 11:28:00 中藤 賢吾 なかふじ けんご 福島県 男

45 11:28:30 吉原 孝慈 よしはら こうじ 新潟県 男

46 11:29:00 川見 優介 かわみゆうすけ 新潟県 男

47 11:29:30 太田 勝也 おおた かつや 山形県 男

48 11:30:00 宮島 伸太郎 みやじま しんたろう 新潟県 男

49 11:30:30 山下 英則 やました ひでのり 宮城県 男

50 11:31:00 山崎 雄太 やまざきゆうた 新潟県 男

51 11:31:30 丹野 健徳 たんの　たけのり 宮城県 男

52 11:32:00 佐々木 崇 ささきたかし 宮城県 男

53 11:32:30 五月女 洋 さおとめ　ひろし 山形県 男

54 11:33:00 遠藤 英紀 えんどう ひでき 山形県 男

55 11:33:30 高橋 司 たかはし つかさ 新潟県 男

56 11:34:00 橋本 明彦 はしもと あきひこ 福島県 男

57 11:34:30 森 一真 もり かずまさ 静岡県 男

58 11:35:00 齋藤 孝俊 さいとう　たかとし 山形県 男

59 11:35:30 岸 加寿美 きし　かずみ 宮城県 男

60 11:36:00 立花 憲誠 たちばな　けんせい 福島県 男

61 11:36:30 斎藤 明 さいとうあきら 福島県 男

62 11:37:00 熊谷 浩典 くまがいひろのり 宮城県 男

63 11:37:30 町田 秀則 まちだひでのり 福島県 男

64 11:38:00 島村 健太郎 しまむら　けんたろう 宮城県 男

65 11:38:30 田山 麗 たやま　れい 宮城県 男

66 11:39:00 佐川 崇 さがわ たかし 宮城県 男

67 11:39:30 太田 徹 おおた　とおる 福島県 男

68 11:40:00 舘川 佳典 たてかわ　よしのり 福島県 男

69 11:40:30 紺頼 良彰 こんらいよしあき 福島県 男

70 11:41:00 千葉 聡 ちばさとし 福島県 男

71 11:41:30 白川 忠文 しらかわただふみ 福島県 男

72 11:42:00 石井 章彦 いしい あきひこ 福島県 男

73 11:42:30 及川 聡 おいかわ　ただし 宮城県 男

74 11:43:00 渡邊 貴裕 わたなべ たかひろ 福島県 男

75 11:43:30 佐藤 義幸 さとうよしゆき 宮城県 男

76 11:44:00 宮崎 修 みやざき おさむ 福島県 男

77 11:44:30 越川　 達也 こしかわ　たつや 千葉県 男

78 11:45:00 齋藤 清春 さいとうきよはる 福島県 男

79 11:45:30 高柳 昭夫 たかやなぎ　あきお 宮城県 男

80 11:46:00 渡辺 広 わたなべ　ひろし 新潟県 男

81 11:46:30 西加 辰郎 にしか　たつろう 宮城県 男

（７）ロードレーサー男子30歳～39歳※DHバー等一切無し

（８）ロードレーサー男子40歳～49歳※DHバー等一切無し

（９）ロードレーサー男子50歳～59歳※DHバー等一切無し
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82 11:47:00 岡部 保 おかべたもつ 福島県 男

83 11:47:30 中村 仁 なかむら ひとし 福島県 男

84 11:48:00 藤田 達夫 ふじたたつお 福島県 男

85 11:48:30 茂原 淳次 しげはらじゅんじ 群馬県 男

86 11:55:00 番匠 理絵 ばんしょう りえ 宮城県 女

87 11:55:30 石井 美絵 いしい　みえ 千葉県 女

88 11:56:00 梅山 佳子 うめやま　よしこ 栃木県 女

89 11:56:30 中村 真実子 なかむらまみこ 宮城県 女

90 11:57:00 藤近 はるみ ふじちか はるみ 福島県 女

91 11:57:30 塙 龍也 はなわ たつや 宮城県 男

92 11:58:00 根岸 拓史 ねぎし　たくみ 福島県 男

93 11:58:30 遠藤 大生 えんどうだいき 福島県 男

94 11:59:00 朝井 涼太 あさいりょうた 福島県 男

95 11:59:30 志賀 俊亮 しがしゅんすけ 福島県 男

96 12:00:00 鈴木 太陽 すずきたいよう 福島県 男

97 12:00:30 鈴木 雄大 すずきゆうた 福島県 男

98 12:01:00 今泉 遥音 いまいずみ はると 福島県 男

99 12:01:30 小林 左京 こばやし さきょう 福島県 男

100 12:02:00 町田 朝陽 まちだ　あさひ 福島県 男

101 12:02:30 浦山 昌嗣 うらやま　まさつぐ 福島県 男

102 12:03:00 星 翔大 ほし しょうた 福島県 男

103 12:03:30 近藤 浩太 こんどうこうた 福島県 男

104 12:04:00 三善 裕翔 みよし　ゆうと 福島県 男

105 12:04:30 田山 遥貴 たやま　はるき 宮城県 男

106 12:05:00 小川 大河 おがわたいが 福島県 男

107 12:05:30 渡辺 花穂 わたなべ かほ 福島県 女

108 12:06:00 水谷 彩奈 みずたにあやな 新潟県 女

201 12:30:00 小林 悟也 こばやし さとや 福島県 男

202 12:30:30 山下 大輝 やました だいち 宮城県 男

203 12:31:00 白坂 陽 しらさかひなた 福島県 男

204 12:31:30 佐々木 啄人 ささき　たくと 宮城県 男

205 12:32:00 小林 英典 こばやし ひでのり 福島県 男

206 12:32:30 新妻 煌大 にいつま こうた 福島県 男

207 12:33:00 水谷 悠平 みずたにゆうへい 新潟県 男

208 12:33:30 小林 恵 こばやし めぐみ 福島県 女

209 12:34:00 山本 爽太 やまもと そうた 千葉県 男

210 12:34:30 佐川 豪琉 さがわ たける 宮城県 男

（２３）小学生ロードレーサー5～6年生女子※５ｋｍ

（２４）小学生ロードレーサー3～4年生男子※５ｋｍ

（１０）ロードレーサー男子60歳以上※DHバー等一切無し

（１２）女子※車種別年齢別のカテゴリー無し

（１３）高校生ロードレーサー男子

（１５）中学生ロードレーサー男子

（１６）中学生ロードレーサー女子

（２２）小学生ロードレーサー5～6年生男子※５ｋｍ



第３回 茂庭っ湖ライン（TT）タイムトライアルレース　エントリーリスト

ゼッケン 出走時間 氏名 ふりがな 都道府県 性別 チーム名

211 12:35:00 Wood Luke うっど るーく 新潟県 男

212 12:35:30 佐々木 琉名 ささき　るな 宮城県 女

213 12:36:00 紺頼 希水 こんらいのぞみ 福島県 女

214 12:36:30 Wood Mark うっど まーく 新潟県 男

215 12:37:00 KRALT Joost ヨースト 福島県 男

216 12:37:30 藤原 哲 ふじわら てつ 福島県 男

217 12:40:00 宮渕 美光 みやぶちよしみつ 福島県 男

218 12:40:30 藤田 彬秀 ふじた　あきみつ 福島県 男

219 12:41:00 藤田 美晶子 ふじた　みあこ 福島県 女

220 12:41:30 渡辺 悠真 わたなべ ゆうま 福島県 男

221 12:42:00 小林 悟也 こばやし さとや 福島県 男

5 平形 洋生 ひらかた ひろき 千葉県 男

15 山本 耕平 やまもと こうへい 千葉県 男

16 戸田 充晃 とだ　みつあき 埼玉県 男

21 白鳥 興寛 しらとりともひろ 東京都 男

29 重田 一義 しげた かずよし 埼玉県 男

24 東 修 ひがし　おさむ 神奈川県 男

23 宮舘 栄三郎 みやだて えいさぶろう 神奈川県 男

26 中西 昭夫 なかにしあきお 東京都 男

12 後藤 泰信 ごとう　やすのぶ 宮城県 男

30 二戸 司 にと　つかさ 山形県 男

17 加藤 勇気 かとう ゆうき 山形県 男

47 太田 勝也 おおた かつや 山形県 男

31 佐藤 正平 さとう しょうへい 秋田県 男

22 片倉 康喜 かたくら　こうき 宮城県 男

8 船山 崇 ふなやま　たかし 東京都 男

35 山倉 幹丈 やまくら　みきたけ 千葉県 男

36 石田 卓也 いしだたくや 山形県 男

45 吉原 孝慈 よしはら こうじ 新潟県 男

46 川見 優介 かわみゆうすけ 新潟県 男

48 宮島 伸太郎 みやじま しんたろう 新潟県 男

55 高橋 司 たかはし つかさ 新潟県 男

13:14:00 YAMABIKO

13:10:00 ARCCレーシングチーム

13:12:00 Teamぼっちコルノぷしゅ

（２５）小学生ロードレーサー3～4年生女子※５ｋｍ

（２６）小学生ロードレーサー1～2年生男子※５ｋｍ

13:13:00 チーム・メディカルドクターズ

（２８）小学生ママチャリ＆ＭＴＢ男女混合※５ｋｍ

　　　　　　　　　　　　　　(11)チーム戦

★インラインスケート（※5ｋｍ）

（１９）ハンドバイク（アダプタータイプ）男女混合※５ｋｍ

13:11:00 竹芝サイクルレーシング


