
2016年東北トライアル選手権指定ゼッケン
現在

1 佐藤 政男 宮城 1 及川 良男 岩手 41 寺内 清裕 栃木

2 寺田 信弘 岩手 2 安部 謙一 福島 42 杉崎 真一 福島

3 赤間 博行 宮城 3 菅原 明弘 宮城 43 重野 喜美夫 宮城

4 佐藤 芳博 岩手 4 村越 朋次 秋田 44 斎藤 一徳 青森

5 奈良 文由 青森 5 加々谷 英章 秋田 45 梶原 悠矢 宮城

6 工藤 定勝 岩手 6 大坂谷 博人 秋田 46 板垣 茂 山形

7 渡辺 三郎 福島 7 土井 修一 宮城 47 近藤 徹 秋田

8 永井 康夫 宮城 8 小田桐 幸一 青森 48 大島 勉 新潟

9 村田 啓一 福島 9 竹山 幸司 福島 49 宮下 銀次 福島

10 小山 直人 宮城 10 大津 庄次 福島 50 小山 剛司 宮城

11 阿部 正義 岩手 11 酒井 友和 山形 51 國井 拓也 山形

12 小林 良 山形 12 石本 隆志 新潟 52 渡辺 幸一 宮城

13 北林 薫 秋田 13 遠藤 秀高 栃木 53 鈴木 弘泰 福島

14 鷹箸 隆 栃木 14 矢吹 睦夫 宮城 54 加藤 学 福島

15 池田 有一 岩手 15 遠藤 隆 宮城 55 阿部 隆太 秋田

16 野瀬 正樹 新潟 16 赤嶺 靖二 宮城 56 深沢 功 秋田

17 中島 健児 宮城 17 小野寺 信義 岩手 57 髙橋 真 宮城

18 野地 稔弘 福島 18 牧野 仁 新潟 58 伊藤 竹男 福島

19 川村 徹 岩手 19 古山 誠一 千葉 59 中西 敏美 秋田

20 佐藤 弘明 福島 20 小松 康伸 福島 60 船橋 隆尚 青森

21 多田 友和 岩手 21 佐藤 一也 福島 61 佐々木 直弥 青森

22 藤木 恵吾 秋田 22 山辺 直美 埼玉 62 荒関 浩之 青森

23 遠藤 篤 宮城 23 小山 信高 宮城 63 木村 圭佑 青森

24 大友 達男 秋田 24 大下内 敏巳 青森 64 飛塚 敬一 山形

25 橋本 好夫 福島 25 行徳 和弘 青森 65 人見 幸恵 栃木

26 山本 茂 新潟 26 櫻 玲子 岩手 65 人見 幸恵 栃木

27 小野 翼 宮城 27 若杉 浩一 新潟 66 田口 薫 群馬

28 馬場 雄一 福島 28 峯岸 弘夫 宮城 68 三上 和孝 青森

29 佐々木 義徳 秋田 29 宮崎 義司 千葉 69 新井 光男 栃木

30 佐々木 秀幸 宮城 30 鶴谷 敏美 秋田 70 西澤 正孝 東京

31 鎌田 智博 宮城 31 鶴谷 渉 秋田 71 池村博海 栃木

32 太田 雅雄 岩手 32 岡崎 大行 宮城 72 荒木 和貴 山形

33 佐々木 淳子 宮城 33 高橋 宏明 宮城 73 長浜　道夫 群馬

34 宮川 幸久 青森 34 高橋 俊幸 宮城 74 半田 光一 宮城

35 遠藤 昌祐 宮城 75 井上雅次郎 栃木

36 佐藤 良弘 青森 77 徳永　和馬 宮城

37 岩崎 孝志 宮城

38 玉手 幸一 宮城

39 佐藤 好則 福島

40 伊藤 康博 宮城

1 安食 泰充 山形 21 山崎 秀明 新潟 1 池田 剛 山形 31 高橋 るみ 宮城

2 椎根 弘守 福島 22 谷中 真一 茨城 2 庄子 浩典 宮城 32 岡村 早苗 栃木

3 新田 良 宮城 23 三上 広 青森 3 伊藤 達史 宮城 33 森川 令子 東京

4 佐藤 友一 宮城 24 瀬川 宏 岩手 4 阿蘇 明 山形 34 菅原　奈保子 宮城

5 吉田 淳 岩手 25 伊藤 拓也 山形 5 坂本 勝彦 岩手

6 荒生 和人 山形 26 塩田 雅史 宮城 6 武藤　芳守 福島

7 桑原 秀典 福島 27 佐々木 治 宮城 7 山田 優 秋田

8 千葉 靖彦 宮城 28 米田 悟 宮城 8 平川 禎大 青森

9 武藤 幸志 秋田 29 高山 和弘 茨城 9 大久保　真幸 岩手 17 高橋 由 岩手

10 小野寺 次郎　 山形 81 長棹 良範 千葉 10 木村　亜紀 秋田 33 森岡 慎哉 福島

11 岡村 敏美 栃木 11 佐藤　久和 秋田 41 古口 賢二 宮城

12 浦山 和巳 山形 12 有川 隆 茨城 42 高橋 健啓 岩手

13 高野 拓也 新潟 13 鈴木 勝也 茨城 36 冨田 雄太 福島

14 近藤 直行 埼玉 14 長山 新吾 宮城 60 熊谷 隆行 宮城

15 小沼 侑暉 静岡 15 佐々木敏之 茨城 63 沢上 祐介 青森

16 菅原 祐司 岩手 16 大谷朋宏 茨城 37 窪谷　貴正 宮城

17 桒原 佳朗 栃木 18 芦野 辰弥 宮城

18 奥山 靖明 茨城 19 松矢　猛 福島

19 千葉 伸哉 福島

20 冨田 健太 福島
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