
十和田湖ヒルクライム２０１６　スタートリスト

ゼッケン 氏名 フリガナ 所属名

1 橋本 学 ハシモト マナブ

2 四戸　修二 シノヘ　シュウジ TEAM SCHERZO

3 竹内　雪雄 タケウチ　ユキオ 山岳同人たがじょ

4 高橋　正樹 タカハシ　マサキ 青森方面隊　２軍

5 長内　直樹　 オサナイ　ナオキ ガチャピンクラブ

6 藤江　積也 フジエ　セキヤ

7 北山　滋之 キタヤマ　シゲユキ チームこぶミン

8 原田　敬司 ハラダ　ケイジ

9 福井　賢 フクイ　マサル

10 小池　卓慎 コイケ　タクマ Gaudente ciclista

11 山口　将遵 ヤマグチ　ノブユキ Gaudente ciclista

12 祐川　隼人 スケカワ　ハヤト TEAM NAZEROSO

13 齊藤　尚士 サイトウ　ナオヒト

14 横島　卓児 ヨコシマ　タクジ 絶倫魂

15 丹野　雄太 タンノ　ユウタ TEAM NAZEROSO

16 丹野　あすか タンノ　アスカ TEAM NAZEROSO

17 山内　学 ヤマウチ　マナブ team AJARA

18 本間　健一郎 ホンマ　ケンイチロウ 肉欲企画

19 佐々木　暁夫 ササキ　アキオ 弘前大学医学部自転車競技部

20 菊池　裕幸 キクチ　ユウスケ 美童

21 田口　佳稔 タグチ　ヨシトシ CYCLEBORG＠TAG

22 新岡 祐哉 ニイオカ　ユウヤ 青森方面隊

23 南川　利行 ミナミカワ　トシユキ 北上SOUL　RIDER

24 及川　浩之 オイカワ　ヒロユキ

25 肥沼　舞子 コイヌマ　マイコ CISROL

26 畑山　勝利 ハタヤマ　カツトシ 下北消防

27 古林　隼風 フルバヤシ　ハヤテ

28 工藤　久雄 クドウ　ヒサオ 青森方面隊

29 中村　瀏 ナカムラ　リュウ CORNO GRANDE

30 外崎 美佳 トノサキ ミカ

31 外崎 正義 トノサキ マサヨシ

32 松橋　尚之 マツハシ　ナオユキ

33 對馬　大輔 ツシマ　ダイスケ

34 江坂　和晃 エサカ　カズアキ

35 岩井　優也 イワイ　ユウヤ SSS Bike lab

36 小中　隆徳 コナカ　タカノリ サイクルプラザエース

37 藤原 禎久 フジワラ タダヒサ

38 久保田　穣 クボタ　ミノル

39 坂本 慶輔 サカモト ケイスケ

40 田中　順 タナカ　ジュン 8A人力旅団

41 松倉　隆 マツクラ　タカシ

42 成田　訓 ナリタ　サトル ごめんライダー

43 成田　愛生 ナリタ　アイル ごめんライダー

44 成田　凌 ナリタ　リョウ ごめんライダー

45 我満　健 ガマン　タケル ごめんライダー

46 加藤 純也 カトウ　ジュンヤ dark horse

47 加藤 千恵子 カトウ　チエコ dark horse

48 渡部　英樹 ワタナベ　ヒデキ Ble Bosco

49 渡部　勤夢 ワタナベ　ツトム 青森商業高校

50 渡部　敬士 ワタナベ　ケイジ 新城中学校

51 山口　大輔 ヤマグチ　ダイスケ cycle plaza ACE

52 藤林　賢治 フジバヤシ　ケンジ

53 成田　貴之 ナリタ　タカユキ



54 島浦　恒 シマウラ　ヒサシ

55 吉田　周一 ヨシダ　シュウイチ

56 高林　武志 タカバヤシ　タケシ ダークホース

57 柳田　裕介 ヤナギダ　ユウスケ

58 相馬　昌太 ソウマ　ショウタ 弘前市立南中学校

59 益子　隆太郎 マシコ　リュウタロウ

60 桜庭　尚利 サクラバ　ナオト MTBもってる会⤴

61 小村　健一 コムラ　ケンイチ

62 上山　完 カミヤマ　ヒトシ マケラーレン・セメルデス

63 上山　恒 カミヤマ　ヒサシ マケラーレン・セメルデス

64 平野　幸子 ヒラノ　サチコ マケラーレン・セメルデス

65 米沼　政美 ヨネヌマ　マサミ

66 葛西 智江子 カサイ チエコ 自然歩道を歩く会

67 榊原　宏和 サカキバラ　ヒロカズ

68 紺野 幸哉 コンノ ユキヤ

69 菊地　航平 キクチ　コウヘイ

70 舘岡　拓海 タテオカ　タクミ

71 高橋　茜 タカハシ　アカネ 弘前大学医学部自転車競技部

72 森　幸彦 モリ　ユキヒコ サイクルプロショップ　テルイ

73 山内　博幸 ヤマウチ　ヒロユキ

74 川下　拓也 カワシモ　タクヤ team TMY

75 宮下　洋介 ミヤシタ　ヨウスケ team TMY

76 玉川 勇輝 タマカワ ユウキ

77 松木　泰典 マツキ　ヤスノリ ┗(｀･∀･´●)ｶﾞﾝﾊﾞﾙｮ

78 渡辺　大瑚 ワタナベ　ダイゴ 八戸学院　光星高等学校

79 高山　康明 タカヤマ　ヤスアキ TEAM SCHERZO

80 工藤　貴彦 クドウ　タカヒコ

81 小林 明美 コバヤシ アケミ

82 赤坂　太郎 アカサカ　タロウ

83 花田　清志 ハナダ　キヨシ 天狗党

84 伊東　重豪 イトウ　ジュウゴウ ダーク・ホース

85 櫻田　大心 サクラダ　ダイシン

86 本堂　史朗 ホンドウ　フミオ ｅトラッカーズ自転車班

87 大野　翔子 オオノ　ショウコ 寒風山大好き

88 水木　ミナオ ミズキ　ミナオ あじゃらで遊ぶ

89 高森　大地 タカモリ　ダイチ

90 三上 宗臣 ミカミ ノリタカ

91 竹中　裕馬 タケナカ　ユウマ

92 淨法寺　真由美 ジョウボウジ　マユミ

93 田中 瞳 タナカ ヒトミ

94 竹内　信祐 タケウチ ノブスケ

95 松橋　満弥 マツハシ　ミチヤ SHOWA

96 古川　文信 コガワ　フミノブ ダークホース＋MTB持ってる会

97 鳴海　匡裕 ナルミ　マサヒロ

98 澤田　朗子 サワタ　アキコ

99 渡辺　一央 ワタナベ　カズオ

100 大薮 開功 オオヤブ ハルヨシ 福島県県庁サイクリングクラブ

101 南山　和子 ミナミヤマ　カズコ

102 柿手　祐貴 カキテ　ユウキ チームスケルツォ

103 奥瀬　日悟 オクセ　ヒサト

104 三上　晃治 ﾐｶﾐ　ｺｳｼﾞ 青森方面隊

105 高田　秋悦 タカダ　シュウエツ

106 久保田　亮 クボタ　リョウ

107 高野橋 崇 タカノハシ タカシ

108 野呂　竜也 ノロ　タツヤ



109 高橋　瑞葵 タカハシ　ミズキ 弘前大学医学部自転車競技部

110 加藤　隆太郎 カトウ　リュウタロウ

111 佐藤　信平 サトウ　シンペイ MEYAJAM mmc

112 對馬　幹二 ツシマ　カンジ

113 池野 泰史 イケノ ヤスフミ

114 西澤 圭輔 ニシザワ ケイスケ MEYA JAM mmc

115 角田　恵大 カクタ　ケイダイ team Ucent racing

116 工藤　大輔 クドウ　ダイスケ Mろう会

117 日向　博章 ヒナタ　ヒロキ Mろう会

118 平脇　孝志 ヒラワキ　タカシ Mろう会

119 藤本　晃弘 フジモト　アキヒロ アイドル研究部

120 齊藤　玲子 サイトウ　レイコ

121 福井　健太 フクイ　ケンタ 弘前大学医学部自転車競技部OB

122 長尾　颯太 ナガオ　ソウタ 弘前大学

123 小林 哲也 コバヤシ テツヤ

124 井村　詠太郎 イムラ　エイタロウ 弘前大学医学部自転車競技部

125 加藤　尚嵩 カトウ　ナオタカ

126 東井　貴介 アズマイ　タカユキ

127 下山　大成 シモヤマ　タイセイ

128 飯田　優星 イイダ　ユウセイ 青森山田高校

129 森　秀美 モリ　ヒデミ 青森方面隊

130 目時　嘉樹 メトキ　ヨシキ

131 五日市　芳徳 イツカイチ　ヨシノリ TEAM SCHERZO

132 木下　貴幸 キノシタ　タカユキ

133 川村　雄介 カワムラ　ユウスケ 青森山田高校

134 渡辺　俊久 ワタナベ　トシヒサ Team Ble Bosco

135 濱田　知征 ハマダ　トモユキ

136 山口　大 ヤマグチ　ヒロシ

137 増村　卓也 マスムラ　タクヤ

138 津嶋　幸司 ツシマ　コウジ

139 齊藤　勝也 サイトウ　カツヤ （株）青森クリエイト

140 泉谷 実宏 イズミヤ　ミツヒロ ＥＬＮＡ　ＲＣ

141 村田　和士 ムラタ　カズオ kathmandu

142 梶谷　昌志 カジタニ　マサシ 弘前大学病院

143 三上　孝司 ミカミ　コウジ meyajam mmc

144 高橋 大吉 タカハシ ダイキチ SHOWA・R・F

145 遠藤 信悦 エンドウ シンエツ SHOWA RF

146 小林　吉宏 コバヤシ　ヨシヒロ なめろう会

147 熊谷　崇 クマガイ　タカシ Katmandu

148 佐藤　文太 サトウ　ブンタ

149 兎澤　俊幸 トザワ　トシユキ アルコールモンスターズ

150 中野渡　達 ナカノワタリ　トオル TEAM SCHERZO

151 菊地　真由 キクチ　マユ 弘前大学

152 糠塚 拓道 ヌカヅカ　ヒロミチ 無所属

153 久米田 貴彦 クメタ　タカヒコ Team freeroute

154 栗橋 開誠 クリハシ　カイセイ

155 汾陽　光盛 カワミナミ　ミツノリ

156 佐藤 吉和 サトウ ヨシカズ kathmandu

157 酒井　啓充 サカイ　ヒロミツ kathmandu

158 菅原　実 スガワラ　ミノル SHOWA・R・F

180 花田　カズオ ハナダ　カズオ


