
A2≪チャレンジ≫ 　　　スタート　９：１０

No 氏名 性別 学校名・チーム名

201 金子 雅道 男性

202 武田 秀幸 男性 RedBeco

203 菅野 幸信 男性 ベロクラブ福島

204 須藤 浩之 男性 NICO CYCLING CLUB 

205 金子 泰士 男性

206 足立 亮一 男性 Brackets

207 辺見 恒男 男性

208 ヤマグチ カズヒサ 男性 川車

209 川口 菊夫 男性 針道駆楽部

210 平野 敏弘 男性 Team　DenDen

211 渡辺 延聖 男性 コンチネンタル弱虫ペダル/六郷小学校

212 西藤 美智子 女性 郡山サイクルフレンズ

213 佐藤 恵太 男性 ワタナベサービス

214 香野 祐一 男性 夏井川ＲＳＴ

215 中鍵 宏幹 男性 川口自転車連盟

216 遠藤 晃 男性

217 霞 大助 男性 ブリンカー

218 霞 祐加 女性 ブリンカー

219 長谷川 裕紀 男性 BBR

220 江澤 佑介 男性

221 吉田 進 男性

222 根本 貴志 男性

223 成田 衛 男性

224 萱森 勝徳 男性 矢吹小学校

225 望月 優 男性 DENKA SEIKEN CYCLING TEAM

226 大森 崇 男性 Southern Cross

227 角田 剛雄 男性 Southern Cross

228 長嶋 仁 男性 GRUPETTO　３１０

229 小林 亮太郎 男性 宇都宮大学

230 樋口 圭祐 男性

231 宮田 和幸 男性

232 竹田 真奈美 女性 GMR

233 竹田 真之介 男性 GMR

234 角田 幸司 男性

235 猪狩 浩幸 男性 BBR

236 野田 光廣 男性 みっくすべじたぶる☆自転車競技部



237 佐久間 美幸 女性 鏡石中学校

238 星 岩男 男性 RedBeco

239 石井 誠 男性

240 八木 竜介 男性 BBR

241 丁子 拓也 男性 GMR cycling team

242 馬場 友博 男性 ブラウ・ブリッツェン/宇都宮大学

243 田村 泰則 男性 NICO C.C.

244 矢吹 覚 男性 ピラニア自転車部隊

245 小林 實 男性 あぶくまサイクリングクラブ

246 大塚 明 男性

247 相楽 長一 男性

248 北野 信之 男性 BBR

249 相川 卓也 男性 福島県社会福祉事業団自転車部

250 和知 俊之 男性 福島県社会福祉事業団自転車部

251 今井 陽介 男性 福島県社会福祉事業団自転車部

252 原 和之 男性 福島県社会福祉事業団自転車部

253 岩谷 和広 男性 BBR

254 吉岡 みゆ 女性

255 鈴木 栄 男性

256 渡辺 晴也 男性 白河中央中学校3年生

257 永山 一也 男性 CureCycling

258 佐藤 正辰 男性

259 片山 英信 男性 BBR

260 佐々木 徳幸 男性 PASSIONE

261 橋本 健司 男性 PASSIONE

262 室井 昇太 男性

263 鈴木 誠也 男性 Cure Cycling

264 鈴木 聡 男性 ＫＢＣ

265 狗飼 崚 男性

266 冨士川 怜奈 女性

267 五十畑 海 男性

268 須藤 実 男性 Team TAOKAS 

269 矢舘 実典 男性

270 氏家 なりあき 男性

271 逸見 武志 男性

272 舘川 瑞枝 女性

273 舘川 佳典 男性


