
2017 あづまデュアスロン in 福島

＜エイジ＞

レースNo. 氏　名 ふりかな 性別 年齢 住所

101 小野寺 晴菜 おのでら はるな 女 20 宮城県

102 秋山 香 あきやま かおり 女 34 神奈川県

103 大志田 紀子 おおしだ のりこ 女 40 岩手県

104 宮川 佳子 みやかわ よしこ 女 52 山形県

105 西藤　美智子 さいとう　みちこ 女 59 福島県

106 木村 彰吾 きむら しょうご 男 18 千葉県

107 中村 昂平 なかむら こうへい 男 19 福島県

108 齋藤 啓仁 さいとう ひろと 男 19 福島県

109 西村 和也 にしむら かずや 男 19 宮城県

110 石川 裕貴 いしかわ ゆうき 男 19 埼玉県

111 小林 寛知 こばやし ひろし 男 20 福島県

112 浜田 尚輝 はまだ なおき 男 29 東京都

113 永井　健弘 ながい　たけひろ 男 31 岩手県

114 三品 喬弘 みしな たかひろ 男 33 神奈川県

115 及川 秀樹 おいかわ ひでき 男 34 宮城県

116 永井　陽一 ながい　よういち 男 36 岩手県

117 二階堂　豊 にかいどう　ゆたか 男 39 福島県

118 小池 賢 こいけ けん 男 39 千葉県

119 荏原 健志 えはら たけし 男 41 新潟県

120 吉田 昌央 よしだ まさお 男 41 新潟県

121 小倉 慎太郎 おぐら しんたろう 男 41 神奈川県

122 佐久間　大 さくま　だい 男 42 福島県

123 渡辺 和生 わたなべ かずお 男 44 茨城県

124 渡部　豊 わたなべ　ゆたか 男 47 新潟県

125 黒川 光輝 くろかわ みつてる 男 47 東京都

126 小澤 一彦 おざわ かずひこ 男 48 宮城県

127 宮川 竜 みやかわ りゅう 男 50 山形県

128 菅原 利之 すがわら としゆき 男 52 宮城県

129 福井 孝次 ふくい こうじ 男 52 福島県

130 太田　博 おおた　ひろし 男 53 山形県

131 飯塚 仁 いいづか じん 男 57 福島県

132 穂﨑 一豊 ほさき かずとよ 男 59 福島県

133 山田 和典 やまだ かずのり 男 60 愛知県

134 永澤 雅仁 ながさわ まさひと 男 63 神奈川県

135 髙橋　春一 たかはし　しゅんいち 男 67 山形県

136 鈴木　確治 すずき　かくじ 男 70 岩手県

137 田中　欣二 たなか　きんじ 男 76 山口県
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2017 あづまデュアスロン in 福島

＜ビギナー＞

レースNo. 氏　名 ふりかな 性別 年齢 住所

401 杉本　麻衣 すぎもと　まい 女 16 宮城県

402 赤間 葉月 あかま はづき 女 31 福島県

403 西牧 美香 にしまき みか 女 33 福島県

404 齋藤 優稀 さいとう ゆうき 男 16 福島県

405 瀧澤 空 たきざわ そら 男 17 福島県

406 仲由 勇希 なかよし ゆうき 男 19 福島県

407 三浦 征 みうら いくる 男 22 福島県

408 安齋 達也 あんざい たつや 男 29 福島県

409 西牧 寛臣 にしまき ひろおみ 男 33 福島県

410 上遠野 勝義 かとおの まさよし 男 35 宮城県

411 福地 友 ふくち ゆう 男 42 宮城県

412 大関　拓 おおぜき　たく 男 44 福島県

413 栗原 広貴 くりばら ひろたか 男 44 群馬県

414 鈴木 則人 すずき のりひと 男 44 宮城県

415 増田 英樹 ますだ ひでき 男 44 新潟県

416 笠原 恒美 かさはら つねみ 男 47 山形県

417 山田 亨 やまだ とおる 男 47 新潟県

418 小林　　修 こばやし　おさむ 男 57 福島県

419 鈴木　一雄 すずき　かずお 男 58 福島県

420 中井　弘道 なかい　ひろみち 男 60 茨城県

421 添田　正文 そえた　まさふみ 男 64 福島県
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2017 あづまデュアスロン in 福島

＜キッズ＞
レースNo. 氏　名 ふりかな 性別 学年 住所

201 大関　幸 おおぜき　こう 女 小２ 福島県

202 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 小３ 茨城県

203 宮木　裕理恵 みやき　ゆりえ 女 小３ 栃木県

204 稲延　すずら いなのべ　すずら 女 小４ 栃木県

205 橋本　志織 はしもと　しおり 女 小４ 栃木県

206 熊谷 波來 くまがい はる 女 小４ 福島県

207 鈴木　みゆか すずき　みゆか 女 小５ 宮城県

208 八島 晴香 やしま はるか 女 小５ 山形県

209 齋藤　椛凛 さいとう　かりん 女 小６ 福島県

210 佐々木 麻瑚 ささき まこ 女 小６ 宮城県

211 水谷 彩奈 みずたに あやな 女 小６ 新潟県

212 菊地 虎太郎 きくち こたろう 男 小２ 栃木県

213 青木 駿弥 あおき しゅんや 男 小２ 新潟県

214 島村　金太郎 しまむら　きんたろう 男 小３ 福島県

215 石見 太一 いわみ たいち 男 小３ 新潟県

216 小野寺 亮人 おのでら りょうと 男 小３ 宮城県

217 水谷 悠平 みずたに ゆうへい 男 小４ 新潟県

218 山澤 斗眞 やまさわ とうま 男 小４ 栃木県

219 遠藤 真心 えんどう まさむね 男 小４ 新潟県

220 増田 竣斗 ますだ しゅんと 男 小４ 新潟県

221 小野寺 巧真 おのでら たくま 男 小５ 宮城県

222 山田 晃大 やまだ こうた 男 小５ 新潟県

223 廣川　明奏 ひろかわ　めいな 男 小５ 新潟県

224 新妻　煌大 にいつま　こうた 男 小５ 福島県

225 白坂 陽 しらさか ひなた 男 小５ 福島県

226 大関　宙 おおぜき　そら 男 小６ 福島県

227 樋口　碧生 ひぐち　あおい 男 小６ 宮城県

228 渡辺 優人 わたなべ ゆうと 男 小６ 福島県

229 田覚 新太 たがく あらた 男 小６ 新潟県

230 本木 蔵人 もとき くらうど 男 小６ 埼玉県

231 加藤 鷲一 かとう しゅういち 男 小６ 宮城県

232 松田 ちひろ まつだ ちひろ 女 中学 新潟県

233 工藤 椰己 くどう やこ 女 中学 山形県

234 山澤 蒼太 やまさわ そうた 男 中学 栃木県

235 黒川 航宇 くろかわ こう 男 中学 東京都

236 荒川 翔太 あらかわ しょうた 男 中学 愛知県

237 八島 優斗 やしま ゆうと 男 中学 山形県

238 和田 乙希 わだ いつき 男 中学 山形県

239 荒木 滉生 あらき こうせい 男 中学 山形県

240 小関 暖土 こせき はると 男 中学 栃木県

241 吉村 優生 よしむら ゆうき 男 中学 福島県
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