
番号 出走時間 氏名 ふりがな 都道府県 部門

・ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　18歳～60歳以上

1 9:00:00 吉郷 向陽 よしごう こうよう 岩手

2 9:00:30 佐藤 綾祐 さとう　りょうすけ 福島

3 9:01:00 三原 圭太 みはらけいた 福島

4 9:01:30 積田 連 つみたれん 福島

5 9:02:00 池田 大亮 いけだ　だいすけ 福島

6 9:02:30 池田 遼介 いけだ　りょうすけ 福島

7 9:03:00 中藤 賢吾 なかふじ　けんご 福島

8 9:03:30 藤田 悠平 ふじた　ゆうへい 福島

9 9:04:00 塙 龍也 はなわ たつや 宮城

10 9:04:30 George Bryantジョージ・ブライアント 福島

11 9:05:00 煙山 造 けむりやま　はじめ 福島

12 9:05:30 原 宏明 はら ひろあき 福島

13 9:06:00 池田 大維 いけだたかすみ 福島

14 9:06:30 槻林 喬宏 つきばやしたかひろ 宮城

15 9:07:00 八木沼 祐司 やぎぬまゆうじ 福島

16 9:07:30 遠藤 健司 エンドウ ケンジ 福島

17 9:08:00 加藤 史明 かとう　ふみあき 福島

18 9:08:30 舘川 佳典 たてかわ　よしのり 福島

19 9:09:00 岸 加寿美 きし　かずみ 宮城

20 9:09:30 金澤 重之 かなざわしげゆき 福島

21 9:10:00 佐藤 正文 さとう　まさふみ 福島

22 9:10:30 長沼 央晃 ながぬま　てるあき 福島

23 9:11:00 藤野 一 ふじの　はじめ 福島

24 9:11:30 穂刈 正樹 ホガリ　マサキ 福島

25 9:12:00 立花 憲誠 たちばな　けんせい 福島

26 9:12:30 飯塚 慶則 いいづか よしのり 埼玉

27 9:13:00 松本 ヒロタツまつもとひろたつ 東京

28 9:13:30 太田 好政 おおたよしまさ 東京

29 9:14:00 藤元 秀樹 ふじもとひでき 東京

30 9:14:30 佐藤 義幸 さとうよしゆき 宮城

31 9:15:00 佐藤 丹治 さとう　たんじ 福島

32 9:15:30 積田 高治 つみた　たかはる 福島

33 9:16:00 土屋 宏人 ツチヤ　ヒロト 千葉

34 9:16:30 高島 一至 たかしま　ひとし 福島

35 9:17:00 鈴木 文夫 すずきふみお 福島

・タイムトライアルバイク男子 30才～60才以上　　

・ 女子 (車種別、年齢別のカテゴリーなし)　　　

・ 中高生ロードレーサー男子　　

・チームタイムトライアル（上記部門のエントリー選手によるチーム戦）

36 10:55:00 岡田 英輔 おかだえいすけ 埼玉

37 10:55:30 西澤 直紀 ニシザワ　ナオキ 長野

38 10:56:00 香野 祐一 こうの ゆういち 福島

39 10:56:30 加藤 勇気 かとうゆうき 山形

40 10:57:00 吉田 健太郎 よしだけんたろう 群馬

41 10:57:30 工藤 宏之 くどう　ひろゆき 宮城

42 10:58:00 佐久間 毅 さくま つよし 千葉

43 10:58:30 佐藤 慎也 さとうしんや 福島

44 10:59:00 三浦 優広 みうらまさひろ 宮城

【１組】第６，7，8，9，10部門

第5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

第９部

ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　50才～59才

第３部

タイムトライアルバイク男子　４０才～４９才

【2組】　第2，3，4，5，11，12，13，14，15部門

第６部

ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　１８才～２９才

第７部

ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　３０才～３９才

第８部

ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　４０才～４９才

第１０部

ロードレーサー（DHバー等一切なし）男子　６０才以上～

第２部

タイムトライアルバイク男子　３０才～３９才



番号 出走時間 氏名 ふりがな 都道府県 部門

第5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

45 10:59:30 若林 幹夫 わかばやし　みきお 栃木

46 11:00:00 上澤 剛 うえさわ たけし 福島

47 11:00:30 柳堀 浩克 やなぎほりひろかつ 福島

48 11:01:00 山倉 幹丈 やまくら　みきたけ 千葉

49 11:01:30 出口 雄二 デグチ　ユウジ 福島

50 11:02:00 石田 卓也 いしだたくや 山形

51 11:02:30 長尾 幸則 ながお　ゆきのり 福島

52 11:03:00 鳥谷部 篤 とりやべ　あつし 東京

53 11:03:30 藤元 秀樹 ふじもとひでき 東京

54 11:04:00 吉川 博昭 よしかわひろあき 三重

55 11:04:30 山田 貢市 やまだ　こういち 福島

56 11:05:00 遠藤 勝男 えんどう かつお 福島

57 11:05:30 佐久間 香里 さくま　かおり 福島

58 11:06:00 新開 小伊里 しんかい　さいり 福島

59 11:06:30 大内 星歌 おおうち しょうか 福島

60 11:07:00 野崎 桃世 のざき　ももよ 千葉

61 11:07:30 大内 謙 おおうち 福島

62 11:08:00 半澤 琉偉 はんざわ　るい 福島

63 11:08:30 林 琉聖 ハヤシ リュウセイ 福島

64 11:09:00 宮渕 美光 みやぶちよしみつ 福島

65 11:09:30 山内 陽 やまうち あきら 福島

66 11:10:00 小林 悟也 こばやし さとや 福島

67 11:10:30 水谷　 悠平 みずたに ゆうへい 新潟

68 佐藤 慎也 さとうしんや 福島

69 上澤 剛 うえさわ たけし 福島

70 長尾 幸則 ながお　ゆきのり 福島

71 柳堀 浩克 やなぎほりひろかつ 福島

・小学生ロードレーサー＊5キロ　1～6年生　男女

・小学生ママチャリ＆MTB＊5キロ　男女混合

72 13:00:00 猪股 栄太 いのまた えいた 福島 第１７部　小学生ロードレーサー　５～６年生　男子（＊５キロ）

73 13:00:30 久保木 千颯 くぼきちはや 福島 第１９部　小学生ロードレーサー　４～３年生　男子（＊５キロ）

74 13:01:00 柳堀 ゆり子 やなぎほりゆりこ 福島 第２０部　小学生ロードレーサー　４～３年生　女子（＊５キロ）

75 13:01:30 金澤 晃聡 かなざわあきさと 福島 第２１部　小学生ロードレーサー　２～１年生　男子（＊５キロ）

76 13:02:00 工藤 佑大 くどう　ゆうだい 宮城

77 13:02:30 須田 雪愛 すだ　せつら 福島

78 13:03:00 飯島 花怜 いいじま　かれん 福島

79 13:03:30 飯島 大也 いいじま　だいや 福島

80 13:04:00 服部 崇 はっとりたかし 福島

第３部

タイムトライアルバイク男子　４０才～４９才

第１１部

チームタイムトライアル

（上記部門のエントリー選手によるチーム戦）

第２３部

小学生ママチャリ＆MTB　　男女混合　（＊５キロ）

【3組】　第17，18，19，20，21，23部門

第５部

タイムトライアルバイク男子　６０才以上

第１２部

女子（車種・年齢不問）

第１３部

高校生ロードレーサー　男子

第１５部

中学生ロードレーサー　男子

11:40:00

第４部

タイムトライアルバイク男子　５０才～５９才


