
2016あづまデュアスロンin福島
2016年11月6日（日）開催

キッズ
レース№ 氏　名 よみがな 性　別 学　年 住　所

201 大関　幸 おおぜき　こう 女 小学１年生 福島県
202 横倉　つぼみ よこくら　つぼみ 女 小学2年生 茨城県
203 宮木　裕理恵 みやき　ゆりえ 女 小学2年生 栃木県
204 野口　　あいみ のぐち　　あいみ 女 小学3年生 新潟県
205 熊谷　波來 くまがい　はる 女 小学3年生 福島県
206 稲延　　すずら いなのべ　すずら 女 小学３年生 栃木県
207 大澤　佳純 おおさわ　かすみ 女 小学４年生 福島県
208 浅見　夏希 あさみ　なつき 女 小学４年生 福島県
209 齋藤　椛凛 さいとう　かりん 女 小学5年生 福島県
210 佐々木 　麻瑚 ささき　まこ 女 小学5年生 宮城県
211 長瀬　ほのか ながせ　ほのか 女 小学5年生 山形県
212 大関　奏音 おおぜき　かなで 女 小学６年生 福島県
213 遠藤　真心 えんどう　まさむね 男 小学３年生 新潟県
214 小林　悟也 こばやし　さとや 男 小学３年生 福島県
215 廣川　明奏 ひろかわ　めいな 男 小学４年生 新潟県
216 藁谷　文也 わらがい　ふみや 男 小学4年生 福島県
217 新妻　煌大 にいつま　こうた 男 小学４年生 福島県
218 遠藤　碧 えんどう　あおい 女 小学４年生 福島県
219 本木　蔵人 もとき　くらうど 男 小学5年生 埼玉県
220 大関　宙 おおぜき　そら 男 小学５年生 福島県
221 大室　杏夢 おおむろ　あむ 男 小学6年生 埼玉県
222 山澤　蒼太 やまさわ そうた 男 小学6年生 栃木県
223 遠藤　健心 えんどう　けんしん 男 小学６年生 新潟県
224 和田　乙希 わだ　いつき 男 小学６年生 山形県
225 青海　汐音 せいかい　しおね 女 中学1年生 新潟県
226 工藤　椰己 くどう やこ 女 中学2年生 山形県
227 立原　芽依 たちはら 　めい 女 中学3年生 茨城県
228 廣川　七弦 ひろかわ　なつる 男 中学１年生 新潟県
229 佐藤　叶 さとう　かなた 男 中学1年生 福島県
230 藁谷　孔也 わらがい　こうや 男 中学2年生 福島県
231 本木　颯人 もとき　はやと 男 中学2年生 埼玉県
232 梅津　賢士朗 うめづ けんしろう 男 中学2年生 新潟県
233 大志田　拓馬 おおしだ　たくま 男 中学２年生 岩手県
234 松岡　拓慎 まつおか　たくま 男 中学２年生 福島県
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ビギナー
レース№ 氏　名 ガ よみがな 性　別 年　齢 住　所

401 瀧澤　　空 たきざわ　そら 女 16 福島県
402 田代　彩乃 たしろ　あやの 女 16 福島県
403 大崎　佳那 おおさき　かな 女 17 福島県
404 柿田　佳子 かきた　よしこ 女 34 宮城県
405 大橋　稚子 おおはし　わかこ 女 35 福島県
406 弘中　遼河 ひろなか　りょうが 男 17 福島県
407 菊池　脩介 きくち　しゅうすけ 男 17 福島県
408 鈴木　慶悟 すずき　けいご 男 17 宮城県
409 小林　絢斗 こばやし　あやと 男 18 福島県
410 星野　健太 ほしの　けんた 男 19 福島県
411 高橋　大地 たかはし　だいち 男 20 福島県
412 三瓶　悟 さんぺい　さとる 男 29 福島県
413 長谷川　真也 はせがわ　しんや 男 31 福島県
414 菅野　一喜 かんの　かずき 男 31 福島県
415 国竹　将志 くにたけ　まさし 男 33 宮城県
416 湯前　洋輝 ゆのまえ　ひろき 男 34 宮城県
417 桑原　秀文 くわばら　ひでのり 男 37 山形県
418 三浦　久人 みうら　ひさと 男 38 秋田県
419 松原　順也 まつばら　じゅんや 男 39 福島県
420 福地　友 ふくち　ゆう 男 41 宮城県
421 片桐　誠之 かたぎり　まさゆき 男 42 新潟県
422 大関　拓 おおぜき　たく 男 43 福島県
423 鈴木　則人 すずき　のりひと 男 43 宮城県
424 栗原　広貴 くりはら　ひろたか 男 43 群馬県
425 武田　康一 たけだ　こういち 男 45 山形県
426 遠野　秀洋 とおの　ひでひろ 男 46 宮城県
427 山元　環樹 やまもと　たまき 男 48 千葉県
428 佐々木　健一 ささき　けんいち 男 54 宮城県
429 小林　　修 こばやし　おさむ 男 57 福島県
430 鈴木　一雄 すずき　かずお 男 57 福島県
431 中井　弘道 なかい　ひろみち 男 59 茨城県
432 矢部　勝己 やべ　かつみ 男 59 埼玉県
433 添田　正文 そえた　まさふみ 男 63 福島県
434 岩城　光英 いわき　みつひで 男 67 福島県
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エイジの部
レース№ 氏　名 よみがな 性　別 年　齢 住　所

101 有原　千晶 ありはら ちあき 女 29 宮城県
102 鬼丸　真有美 おにまる まゆみ 女 32 東京都
103 秋山　香 あきやま かおり 女 33 神奈川県
104 細川　久実子 ほそかわ くみこ 女 36 岩手県
105 大志田　紀子 おおしだ のりこ 女 39 岩手県
106 川谷　陽子 かわたに ようこ 女 46 愛知県
107 山本　真紀恵 やまもと まきえ 女 50 千葉県
108 西藤　美智子 さいとう　みちこ 女 58 福島県
109 渡邉　尚希　　 わたなべ　なおき 男 18 福島県
110 平野　斗志雄 ひらの としお 男 19 千葉県
111 小林　寛知 こばやし ひろし 男 19 福島県
112 蓬田　直生 よもぎだ なおき 男 19 福島県
113 遠藤　旭史 えんどう あきひと 男 21 福島県
114 山田　浩輔 やまだ こうすけ 男 21 神奈川県
115 池添　敦 いけぞえ あつし 男 24 神奈川県
116 齊藤　彰悟 さいとう しょうご 男 24 東京都
117 岩井　優也 いわい ゆうや 男 24 岩手県
118 佐々木　順平 ささき じゅんぺい 男 26 宮城県
119 小沼　勢矢 こぬま せいや 男 28 東京都
120 吉田　茂樹 よしだ しげき 男 28 埼玉県
121 二木　俊幸 ふたつぎ としゆき 男 31 福島県
122 下島　千明 しもじま ちあき 男 32 神奈川県
123 安田　翼 やすだ つばさ 男 33 東京都
124 渡邉　洋平 わたなべ ようへい 男 34 栃木県
125 原　知継 はら ともつぐ 男 34 神奈川県
126 鈴木　慶政 すずき のりゆき 男 34 福島県
127 永井　陽一 ながい　よういち 男 35 岩手県
128 安則　博明 やすのり ひろあき 男 36 茨城県
129 武者　達次郎 むしゃ たつじろう 男 37 宮城県
130 経澤　耕達 つねざわ　こうたつ 男 39 栃木県
131 小倉　慎太郎 おぐら しんたろう 男 40 神奈川県
132 金田　浩一郎 かねだ こういちろう 男 40 東京都
133 物江　光昭 ものえ　みつあき 男 40 福島県
134 佐久間　大 さくま　だい 男 41 福島県
135 船木　静一 ふなき せいいち 男 42 東京都
136 根岸　　嘉明 ねぎし よしあき 男 42 福島県
137 柿田　亮介 かきた　りょうすけ 男 42 宮城県
138 高橋　憲太郎 たかはし けんたろう 男 46 福島県
139 渡部　豊 わたなべ　ゆたか 男 46 新潟県
140 小澤　一彦 おざわ かずひこ 男 47 東京都
141 高橋　賢一 たかはし けんいち 男 48 福島県
142 佐藤　文昭 さとう ふみあき 男 49 宮城県
143 渡邉　英男 わたなべ　ひでお 男 49 福島県
144 菊池　憲昭 きくち のりあき 男 50 宮城県
145 吉川　博昭 よしかわ　ひろあき 男 51 三重県
146 山本　慈朗 やまもと じろう 男 51 千葉県
147 福井　孝次 ふくい こうじ 男 51 福島県
148 太田　博 おおた　ひろし 男 52 山形県
149 渡邉　瑞樹 わたなべ　みずき 男 52 山形県
150 小森谷　功 こもりや いさお 男 53 神奈川県
151 齊藤　　和範 さいとう かずのり 男 54 東京都
152 室井　義正 むろい よしまさ 男 54 茨城県
153 和島　知己 わじま　ともき 男 54 青森県
154 菊地　清克 きくち　きよかつ 男 54 宮城県
155 飯塚　仁 いいづか　じん 男 56 福島県
156 山本　利幸 やまもと としゆき 男 57 福島県
157 穂崎　一豊 ほさき かずとよ 男 58 福島県
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エイジの部
レース№ 氏　名 よみがな 性　別 年　齢 住　所

158 山田　和典 やまだ かずのり 男 59 愛知県
159 川﨑　潔 かわさき きよし 男 63 大阪府
160 玉橋　昭雄 たまはし あきお 男 64 福島県
161 西内　秀一 にしうち しゅういち 男 65 福島県
162 髙橋　春一 たかはし　しゅんいち 男 66 山形県
163 神谷　進五 かみや しんご 男 74 愛知県


