
4時間エンデューロソロ男子 57名 100 山倉　幹丈 ヤマクラ ミキタケ 千葉県 内房レーシング Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 101 増山　昭彦 マシヤマ　アキヒコ 埼玉県 Cucina Ｍ

1 木村　匡雅 キムラ　マサノリ 神奈川県 Ｌ 102 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ 千葉県 Araren8214 Ｍ
2 上泉　俊雄 カミイズミ トシオ 神奈川県 横浜緑ヶ丘⾼校陸上部OB Ｍ 103 坂井　⽐呂樹 サカイ　ヒロキ 千葉県 Ｌ
3 木下　俊男 キノシタ トシオ 愛知県 クラブGiro Ｍ 104 番場　慶太郎 バンバ　ケイタロウ 千葉県 SKG PHARMA Ｓ
4 早川　優 ハヤカワ マサル 埼玉県 Ｍ 105 茂木　勇人 モギ ハヤト 千葉県 seo8214 Ｌ
5 松浦　耕介 マツウラ　コウスケ 神奈川県 Ｓ 106 宮内　保 ミヤウチ　タモツ 千葉県 seo278 Ｌ
6 笠　正和 リュウ　マサカズ 千葉県 Ｍ 107 染谷　昭夫 ソメヤ　アキオ 栃木県 RIDE Freaks Ｍ
7 猶原　聡 ナオハラ　サトシ 千葉県 竹芝サイクルレーシング Ｓ 108 ⻑坂　堅太郎 ナガサカ　ケンタロウ 神奈川県 四期ーず Ｍ
8 茂木　昌之 モテキ　マサユキ 千葉県 Ｍ 109 玉田　宏一 タマダ　コウイチ 東京都 Ｌ
9 佐藤　忠則 サトウ　タダノリ 千葉県 team APEX Ｍ 110 成田　知聡 ナリタ　トモアキ 千葉県 Ｌ
10 田辺　義晴 タナベ　ヨシハル 東京都 Ｍ 111 ⻄村　基騎 ニシムラ　モトキ 東京都 ニシムラファミリー Ｍ
11 斎藤　友伸 サイトウ トモノブ 東京都 エコダライダー Ｍ 112 土屋　宏人 ツチヤ ヒロト 千葉県 内房レーシングクラブ Ｍ
12 早馬　涼介 ハヤウマ　リョウスケ 東京都 Ｌ 113 多胡　陽介 タゴ　ヨウスケ 神奈川県 4期ーず Ｌ
13 ⾼井　良春 タカイ ヨシハル 神奈川県 TempoFelice Ｌ 114 清水　俊志 シミズ　トシユキ 東京都 Ｍ
14 酒田　直幸 サカタ　ナオユキ 東京都 エコダライダー Ｍ 115 油井　明澄 ユイ　アスミ 神奈川県 Ｌ
15 土屋　翔太 ツチヤ　ショウタ 東京都 Ｍ 116 鈴木　孝紀 スズキ　タカキ 千葉県 seo278うんならがすど Ｓ
16 植田　勝司 ウエダ カツシ 千葉県 TEAM GIRO Ｍ 117 狩山　直樹 カリヤマ ナオキ 千葉県 Ｌ
17 中川　良昭 ナカガワ　ヨシアキ 千葉県 Circle Cycle Ｍ 118 玉井　裕二 タマイ　ユウジ 千葉県 チームBMレーシング Ｌ
18 矢島　直人 ヤジマ　ナオト 東京都 ろーさぽ Ｍ 119 ⻄脇　朋矢 ニシワキ　トモヤ 東京都 SyndicateSix Ｍ
19 根津　敏幸 ネヅ　トシユキ 神奈川県 NEZUDA Ｓ 120 宮澤　悠斗 ミヤザワ　ユウト 埼玉県 川⼝⼯業 ⾃転⾞部 Ｌ
20 小島　岳久 コジマ　タケヒサ 東京都 Ｌ 121 平尾　公一 ヒラオ コウイチ 東京都 SUBARU・C・C Ｌ
21 粕谷　昌良 カスヤ　マサヨシ 東京都 Ｍ 122 渡辺　知夫 ワタナベ　トモオ 千葉県 チームＢＭレーシング Ｌ
22 ⻄山 琢馬 ニシヤマ タクマ 神奈川県 Roppongi Express Ｍ 123 今泉　⻫ イマイズミ　ヒトシ 千葉県 Ｓ
23 磯部　裕二 イソベ　ユウジ 埼玉県 Ｍ 124 宮田　啓太郎 ミヤタ　ケイタロウ 千葉県 チームBMレーシング Ｌ
24 山内　譲太 ヤマウチ ジョウタ 静岡県 TEAM光 Ｓ 125 蓑輪　一也 ミノワ　カズヤ 埼玉県 Team84 Ｌ
25 川⼾　博信 カワト　ヒロノブ 神奈川県 IronHeart Ｍ 126 若林　潤 ワカバヤシ　ジュン 千葉県 TEAM ODG Ｍ
26 大倉　伸一 オオクラ　シンイチ 千葉県 IronHeart Ｍ 127 小宮　貴裕 コミヤ タカヒロ 千葉県 セマス新松⼾ Ｓ
27 字引　佑麿 ジビキ　ユウマ 東京都 KILLER MOUNTAINS Ｌ 128 細野　和宏 ホソノ　カズヒロ 千葉県 Ｍ
28 相原　良一 アイハラ リョウイチ 千葉県 teamAPEX Ｓ 129 ⼯藤　利夫 クドウ トシオ 千葉県 メルス⾃転⾞部 Ｍ
29 清水　啓太 シミズ　ケイタ 東京都 Killer Mountains Ｌ 130 Silva　Shane シルバ　シェーン 東京都 SyndicateSix Ｌ
30 岡田　大樹 オカダ ヒロキ 神奈川県 丸子橋ろーどくらぶ Ｓ 131 ⾼橋　美幸 タカハシ ヨシユキ 東京都 だめ~ず Ｌ
31 奥山　俊 オクヤマ　シュン 神奈川県 喜輪 Ｌ 132 ⾼橋　条 タカハシ ジョウ 東京都 TEAM　K × J Ｓ
32 猿田　晋也 サルタ　シンヤ 神奈川県 Ｌ 133 岡　快音 オカ　カイト 東京都 TEAM　K × J Ｓ
33 位下　岳瑠 イゲ タケル 埼玉県 Ｍ 134 中川　健史 ナカガワ タケシ 千葉県 Ｍ
34 中田　充洋 ナカタ　ミツヒロ 千葉県 喜輪 Ｌ 135 宮林　悟 ミヤバヤシ　サトル 神奈川県 Ｌ
35 矢野　雅之 ヤノ　マサユキ 千葉県 Ｍ 136 熊木　敏 クマキ サトシ 神奈川県 Ｌ
36 折⼾　光太郎 オリト　コウタロウ 神奈川県 Ｌ 137 薬師寺　康平 ヤクシジ コウヘイ 東京都 BOU Ｍ
37 Croisy　Philippe クロイジ フィリップ 千葉県 Team La Vaylie Ｌ 138 石井　環樹 イシイ　タマキ 千葉県 セマスR新松⼾ Ｍ
38 増田　知成 マスダ　トモナリ 千葉県 船橋の直線⻤ Ｍ 139 沓沢　元気 クツザワ ゲンキ 神奈川県 Ｍ
39 八重澤　明広 ヤエザワ アキヒロ 千葉県 肉B会 Ｌ 140 鈴木　直人 スズキ ナオト 神奈川県 Ｍ
40 森田　進一 モリタ　シンイチ 千葉県 Ｍ 141 舟山　宏太 フナヤマ　コウタ 東京都 チームCFK Ｍ
41 原　利男 ハラ トシオ 埼玉県 BEACH Ｍ 142 筧田　司 トイダ　ツカサ 千葉県 チームCFK Ｓ
42 小堀　陽人 コボリ　ハルト 千葉県 Ｓ 143 山⼝　学 ヤマグチ マナブ 神奈川県 コワッパー's Ｓ
43 冨沢　哲夫 トミザワ テツオ 東京都 チーム　わかちゃん Ｍ 144 大和田　健一 オオワダ　ケンイチ 東京都 坂バカ　男子部 Ｌ
44 渡辺　徹 ワタナベ　トオル 埼玉県 Team WANGUN 埼玉支部 Ｍ 145 小田垣　勝⺒ オダガキ　カツミ 東京都 TEAM ODG Ｌ
45 梅原　悟 ウメハラ　サトル 東京都 荒川ヒルクライマーズ Ｓ 146 林　健一 ハヤシ ケンイチ 千葉県 Ｌ
46 山澤　正隆 ヤマザワ マサタカ 千葉県 SEMAS RACING Ｌ 147 永田　浩二 ナガタ コウジ 千葉県 Ｍ
47 鎗田　一樹 ヤリタ　カズキ 東京都 轟・SEO278 Ｓ 148 内堀　繁宣 ウチボリ　シゲノブ 千葉県 セマスＲ新松⼾ Ｌ
48 松岡　宏 マツオカ ヒロシ 千葉県 Ｍ 149 木村　紀仁 キムラ　ノリヒト 茨城県 Ｍ
49 ⿊澤　⼒ クロサワ　ツトム 千葉県 ⿊澤軍団×OVER★HEAT Ｍ 150 丸渕　聖悟 マルブチ　ショウゴ 東京都 チームＣＦＫ Ｓ
50 中村　明弘 ナカムラ アキヒロ 埼玉県 根本塾　　セオ八潮 Ｌ 151 大塚　惠三 オオツカ　ケイゾウ 神奈川県 嗜みん関東支部 Ｍ
51 花山　武夫 ハナヤマ　タケオ 東京都 根本塾　　セオ八潮 Ｍ 152 中村　恵太 ナカムラ　ケイタ 千葉県 CircleCycle Ｌ
52 ⾼橋　守 タカハシ　マモル 東京都 根本塾　　セオ八潮 Ｌ 153 佐久間　嘉明 サクマ ヨシアキ 東京都 Beach Ｍ
53 横田　治 ヨコタ　オサム 東京都 根本塾　　セオ八潮 Ｍ 154 ⻄地　慶太 ニシジ ケイタ 東京都 BARCA FOSSATO Ｍ
54 中島　卓二 ナカジマ　タクジ 神奈川県 Team MONTAGNA Ｌ 155 清水　友幸 シミズ トモユキ 静岡県 BARCA FOSSATO Ｌ
55 宇佐美　祥 ウサミ ヤスシ 東京都 KEIO Coaching Staff Ｍ 156 荒畑　誠司 アラハタ セイジ 神奈川県 チーム84 Ｍ
56 奈良　浩 ナラ ヒロシ 埼玉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス Ｍ 157 嶋田　貴之 シマダ　タカユキ 千葉県 Ｍ
57 ⻑妻　暁 ナガツマ アキラ 神奈川県 FORCE Ｍ 158 小池　和紀 コイケ　カズノリ 東京都 NoriTaka Racing Ｍ

159 山下　亮治 ヤマシタ　リョウジ 千葉県 TEAM BEE Ｌ
160 大瀧　秀雄 オオタキ　ヒデオ 千葉県 Ｍ

4時間エンデューロソロ⼥子 2名 161 白井　太一 シライ　タイチ 埼玉県 Rondine Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 162 三澤　進 ミサワ　ススム 神奈川県 MEDALIST.bd Ｓ
71 小川　雅子 オガワ　マサコ 神奈川県 SBC Ｍ 163 岸本　典久 キシモト ノリヒサ 千葉県 チームせせらぎ Ｍ
72 宇佐美　志保 ウサミ シホ 東京都 KEIO Coaching Staff Ｓ 164 稲村　博 イナムラ ヒロシ 千葉県 チームＢＭレーシング Ｍ

165 三島　大地 ミシマ　ダイチ 茨城県 Ｌ
166 留目　⼣陽 トドメ　ユウヒ 東京都 八王子桑志⾼校 Ｍ

2時間エンデューロソロ男子 215名 167 ⻑谷川　昇克 ハセガワ　ノリヨシ 神奈川県 大⿊⾖ Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 168 志村　誠二 シムラ セイジ 埼玉県 チーム60 Ｍ
91 宮川　正和 ミヤカワ マサカズ 東京都 Ｌ 169 小畑　利昭 コバタケ　トシアキ 埼玉県 まーさくぬまむーじー Ｌ
92 上村　紀彦 カミムラ ノリヒコ 群馬県 Ｍ 170 佐久間　嘉一 サクマ　ヨシカヅ 東京都 Ｍ
93 細田　実 ホソダ ミノル 神奈川県 一人走友会 Ｍ 171 早田　達央 ソウダ タツオ 千葉県 チームせせらぎ Ｌ
94 宝槻　正 ホウツキ タダシ 東京都 わらわら Ｌ 172 及川　覚 オイカワ　サトル 千葉県 TEAM BEE Ｍ
95 森榮　晃彦 モリサカ　アキヒコ 東京都 Team Dky Ｍ 173 山田　喜久 ヤマダ ヨシヒサ 神奈川県 Adagio Ｍ
96 玉野　能弘 タマノ ヨシヒロ 東京都 CUCINA Ｍ 174 木村　公洋 キムラ キミヒロ 千葉県 team APEX Ｍ
97 太田　元輝 オオタ　ゲンキ 埼玉県 ReVelo Ｍ 175 森川　育太郎 モリカワ イクタロウ 神奈川県 チームせせらぎ Ｌ
98 片桐　史智 カタギリ　フミトモ 千葉県 cucina Ｍ 176 大沼　峻輝 オオヌマ　タカキ 東京都 Ｍ
99 中山　明 ナカヤマ　アキラ 埼玉県 荒サイ倶楽部 Ｍ 177 小⿊　栄作 オグロ　エイサク 東京都 メイドさん学科⾃転⾞部 Ｌ

178 玉田　俊典 タマダ　トシノリ 茨城県 Ｓ



179 吉野　広幸 ヨシノ ヒロユキ 神奈川県 TBRC Ｌ 257 勝⼜　利徳 カツマタ　トシノリ 東京都 Ｌ
180 鈴木　陽大 スズキ　アキヒロ 神奈川県 TEAM Y DELEZ Ｍ 258 森本　博樹 モリモト　ヒロキ 東京都 RCC Ｍ
181 川上　徹造 カワカミ テツゾウ 神奈川県 BeX ISOYA Ｌ 259 熊田　貴弘 クマダ　タカヒロ 東京都 Ｌ
182 岡田　俊明 オカダ トシアキ 千葉県 teamAPEX Ｍ 260 内山　康太 ウチヤマ　コウタ 神奈川県 Ｍ
183 杉江　敦司 スギエ　アツシ 千葉県 チームせせらぎ Ｌ 261 岩澤　和成 イワサワ　カズナリ 千葉県 OVER☆HEAT Ｍ
184 井上　義幸 イノウエ ヨシユキ 千葉県 レジアス⾃転⾞部 Ｌ 262 藤崎　雄三 フジサキ　ユウゾウ 千葉県 cwcc Ｍ
185 制野　勝 セイノ マサル 茨城県 塙山くらぶ Ｌ 263 飯田　秀樹 イイダ ヒデキ 神奈川県 Flamme Rouge Ｍ
186 山崎　晃 ヤマザキ アキラ 神奈川県 Ｌ 264 森元　雅和 モリモト　マサカズ 埼玉県 Team BREAK A LEG Ｌ
187 齋藤　英雄 サイトウ ヒデオ 神奈川県 Ｓ 265 嶋津　翔天 シマヅ　ケンタ 千葉県 team APEX Ｍ
188 池田　常昭 イケダ　ツネアキ 神奈川県 Ｍ 266 野津　裕介 ノヅ　ユウスケ 東京都 VELOLIENS Ｌ
189 山本　尚武 ヤマモト　ナオタケ 千葉県 チームBMレーシング Ｍ 267 三浦　孝明 ミウラ タカアキ 東京都 VELOLIENS Ｌ
190 小日向　真 オビナタ　マコト 神奈川県 Ｍ 268 石原　要 イシハラ カナメ 東京都 VELOLIENS Ｌ
191 前田　英樹 マエダ　ヒデキ 千葉県 Ｍ 269 尾崎　康太郎 オザキ コウタロウ 東京都 VELOLIENS Ｍ
192 桑垣　善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県 Ｍ 270 染谷　慶始 ソメヤ ケイジ 東京都 VELOLIENS Ｍ
193 増⾒　敬介 マスミ　ケイスケ 神奈川県 Ｍ 271 佐藤　旅宇 サトウ リョウ 神奈川県 VELOLIENS Ｍ
194 中村　充利 ナカムラ　ミツトシ 千葉県 ちーむかめだ Ｍ 272 村松　嵩文 ムラマツ　タカフミ 千葉県 ちりん会。 Ｍ　
195 ⼾田　徹弥 トダ テツヤ 千葉県 シクルマーモット Ｌ 273 中村　稔 ナカムラ ミノル 千葉県 TEAM GIRO Ｍ
196 加藤　大輔 カトウ　ダイスケ 茨城県 APEX Ｌ 274 水田　淳 ミズタ ジュン 兵庫県 菱風会サイクリング同好会 Ｌ
197 山本　孝 ヤマモト　タカシ 千葉県 collina z Ｍ 275 池田　一盛 イケダ　カズシゲ 埼玉県 Ｍ
198 前島　淳一 マエシマ ジュンイチ 千葉県 チームせせらぎ（シニア） Ｌ 276 永島　祐太 ナガシマ　ユウタ 埼玉県 Ｌ
199 遠藤　優 エンドウ ユウ 東京都 Roppongi Express Ｍ 277 諏訪　雅俊 スワ　マサトシ 埼玉県 Ｓ
200 和田　真平 ワダ　シンペイ 神奈川県 Ｌ 278 山﨑　廉平 ヤマザキ　レンペイ 千葉県 ちりん会。 Ｌ
201 山縣　悠也 ヤマガタ　ユウヤ 千葉県 towa Ｍ 279 川合　雄太 カワイ ユウタ 千葉県 セマス新松⼾ Ｌ
202 伊東　海 イトウ　カイ 東京都 TEAM ODG Ｍ 280 石塚　勉 イシヅカ　ツトム 埼玉県 Ｌ
203 加藤　大介 カトウ　ダイスケ 神奈川県 MK Racing Ｌ 281 小田原　学 オダワラ マナブ 千葉県 CPC racing Ｓ
204 山⼝　紘司 ヤマグチ　コウジ 東京都 MK Racing Ｌ 282 小田原　健汰 オダワラ ケンタ 千葉県 CPC racing Ｍ
205 秋濱　佑輔 アキハマ ユウスケ 千葉県 teamAPEX Ｍ 283 梅森　賢 ウメモリ　ケン 神奈川県 Flecha Ｌ
206 小島　慎壱 コジマ　シンイチ 東京都 MK Racing Ｍ 284 伊藤　孝親 イトウ　タカチカ 千葉県 Ｌ
207 平松　寿典 ヒラマツ　トシノリ 埼玉県 ReVelo Ｌ 285 川田　政 カワダ　マサシ 東京都 Flecha(フレーチャ) Ｌ
208 梅津　祐希 ウメツ ユウキ 東京都 BICI CERCATORE Ｌ 286 川田　翔太 カワダ ショウタ 東京都 Flecha(フレーチャ） Ｍ
209 山田　豪 ヤマダ ゴウ 千葉県 TORQUE/NOZAC Ｓ 287 齋藤　和輝 サイトウ カズキ 東京都 Ｍ
210 ⻲井　智 カメイ　トモ 神奈川県 Ｍ 288 鈴木　健太 スズキ　ケンタ 千葉県 SEO8214 Ｓ
211 阿久津　直樹 アクツ　ナオキ 千葉県 Ｍ 289 徳山　一誠 トクヤマ　イッセイ 千葉県 チームBar酒主 Ｌ
212 阿部　武博 アベ タケヒロ 千葉県 TEAM　WINDS Ｍ 290 小久保　雄介 コクボ　ユウスケ 千葉県 チームBar酒主 Ｌ
213 柴野　寛秀 シバノ ヒロヒデ 東京都 クリナップ⾃転⾞競技部 Ｌ 291 中山　博登 ナカヤマ　ヒロト 千葉県 チームBar酒主 Ｌ
214 平井　光徳 ヒライ ミツノリ 埼玉県 クリナップ⾃転⾞競技部 Ｍ 292 佐藤　達也 サトウ　タツヤ 埼玉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
215 森茂　洋 モリシゲ　ヒロシ 神奈川県 GROVE港北 Ｍ 293 丸山　孝司 マルヤマ　タカシ 埼玉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
216 ⾼木　智広 タカギ　チヒロ 千葉県 Ｓ 294 遠藤　英司 エンドウ　エイジ 埼玉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
217 瀬良　信勝 セラ　ノブカツ 千葉県 チームカメダ Ｍ 295 鈴木　⾠佳 スズキ　タツヨシ 千葉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
218 ⻄山　陽貴 ニシヤマ　ハルキ 千葉県 team APEX Ｓ 296 富井　崇仁 トミイ　タカヒト 東京都 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
219 齋藤　雅彦 サイトウ　マサヒコ 神奈川県 GROVE港北 Ｍ 297 佐藤　英夫 サトウ　ヒデオ 東京都 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
220 石上　貴之 イシガミ　タカユキ 千葉県 チームBMレーシング Ｌ 298 石⿊　真路 イシグロ　マサミチ 埼玉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
221 田杭　篤人 タグイ　アツヒト 東京都 SUBARU C.C. Ｓ 299 山⼝　浩太郎 ヤマグチ　コウタロウ 神奈川県 Ｍ
222 山⼝　大裕 ヤマグチ　ダイスケ 神奈川県 NAMAZU PLUS Ｌ 300 土田　浩輔 ツチダ　コウスケ 神奈川県 Ｍ
223 ⾼橋　英克 タカハシ　ヒデカツ 千葉県 シクル・マーモット Ｓ 301 小林　秀平 コバヤシ シュウヘイ 埼玉県 Rondine Ｌ
224 瀬川　祐太 セガワ　ユウタ 東京都 菱風会サイクリング部 Ｍ 302 石原　哲也 イシハラ テツヤ 神奈川県 heitanhompo Ｌ
225 中山　邦彦 ナカヤマ　クニヒコ 神奈川県 Ｍ 303 越川　純 コシカワ　ジュン 千葉県 今日は志田愛佳の誕⽣日︕ちなみに僕はなーこ推し Ｍ
226 大倉　純 オオクラ　ジュン 神奈川県 Ｓ 304 清水　寛岳 シミズ　ヒロタケ 東京都 Ｍ
227 鈴木　悟 スズキ　サトル 茨城県 Team 二次元 Ｌ 305 ⻄本　健三郎 ニシモト　ケンザブロウ 東京都 Ｍ
228 榑林　秀樹 クレバヤシ　ヒデキ 千葉県 鋼熱屋 Ｌ
229 澤田　拓也 サワダ　タクヤ 千葉県 鋼熱屋 Ｌ
230 ⾼橋　芳己 タカハシ　ヨシキ 千葉県 鋼熱屋 Ｓ 2時間エンデューロソロ⼥子 23名
231 地曵　恵太 ジビキ　ケイタ 千葉県 菱風会サイクリング同好会 Ｍ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
232 ⻑塚　弘輝 ナガツカ　ヒロキ 茨城県 SEO8214 Ｌ 321 石井　美絵 イシイ ミエ 千葉県 内房レーシング Ｓ
233 内海　昭彦 ウチウミ　アキヒコ 東京都 Ｌ 322 番場　しおり バンバ シオリ 千葉県 SKG PHARMA Ｓ
234 松井　成臣 マツイ　ナルオミ 千葉県 Ｍ 323 川端　梓 カワバタ アヅサ 神奈川県 Ｓ
235 久保　充弘 クボ　ミツヒロ 神奈川県 Ｌ 324 成田　美津子 ナリタ　ミツコ 千葉県 Ｓ
236 満田　一 ミツダ　ハジメ 東京都 みつだ Ｍ 325 ⻄村　もも枝 ニシムラ モモエ 東京都 ニシムラファミリー Ｓ
237 渋沢　謙太郎 シブサワ　ケンタロウ 東京都 シブサワ家 Ｍ 326 林　美奈穂 ハヤシ ミナホ 千葉県 メルス⾃転⾞部 Ｍ
238 渋沢　慎太郎　 シブサワ　シンタロウ 東京都 シブサワ家 Ｓ 327 ⾼橋　福子 タカハシ ヨシコ 東京都 だめ~ず Ｍ
239 渋沢　裕次郎 シブサワ　ユウジロウ 東京都 Ｓ 328 堀　友紀代 ホリ　ユキヨ 千葉県 特練︕ Ｓ
240 内川　健 ウチカワ　タケシ 神奈川県 Collina Z Ｍ 329 斎藤　美⾥ サイトウ ミサト 東京都 内房レーシングクラブ Ｍ
241 細川　広道 ホソカワ　ヒロミチ 東京都 ＢＥＡＣＨ Ｍ 330 稲村　あかね イナムラ アカネ 千葉県 チ－ムＢＭレーシング Ｍ
242 深堀　祐樹 フカボリ　ユウキ 千葉県 Ｌ 331 野中　淳子 ノナカ　ジュンコ 神奈川県 Ｓ
243 萩原　貴弘 ハギワラ　タカヒロ 神奈川県 Ｌ 332 佐藤　咲子 サトウ サキコ 神奈川県 club-PK Ｓ
244 柳瀬　任章 ヤナセ　ヒデアキ 千葉県 チームBMレーシング Ｌ 333 山崎　純子 ヤマザキ　ジュンコ 神奈川県 Ｍ
245 ⾦井　岳 カナイ タケシ 神奈川県 Ｌ 334 大倉　優華 オオクラ　ユウカ 神奈川県 Ｓ
246 小池　剛 コイケ　ツヨシ 神奈川県 Ｍ 335 ⾼橋　真依 タカハシ　マイ 千葉県 Ｓ
247 磯野　諒 イソノ　リョウ 千葉県 Ｌ 336 ⾦井　千恵子 カナイ　チエコ 神奈川県 Ｌ
248 及川　聖也 オイカワ　セイヤ 千葉県 Ｓ 337 冨沢　和香 トミサワ　ワカ 東京都 チーム　わかちゃん Ｓ
249 山⼝　洋平 ヤマグチ ヨウヘイ 千葉県 チームBMレーシング Ｍ 338 押川　あづさ オシカワ　アヅサ 埼玉県 Ｓ
250 柳澤　周作 ヤギサワ　シュウサク 東京都 Ｍ 339 渡邊　景子 ワタナベ　ケイコ 千葉県 チームBar酒主 Ｍ
251 野洲　孝裕 ヤス　タカヒロ 東京都 RODcycle Ｍ 340 塚越　桃子 ツカゴシ　モモコ 千葉県 チームBar酒主 Ｍ
252 角村　司 カドムラ　ツカサ 茨城県 Ｌ 341 遠藤　庸子 エンドウ　ヨウコ 埼玉県 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
253 武田　吉史 タケダ　ヨシフミ 千葉県 ゆうのすけ Ｌ 342 佐藤　⿇⾥子 サトウ　マリコ 東京都 チームピラータ/セオ八潮 Ｍ
254 福田　英右 フクダ　エイスケ 神奈川県 Ｍ 343 中澤　奈⽉ ナカザワ　ナツキ 神奈川県 Team MONTAGNA Ｍ
255 新井　悠太 アライ　ユウタ 千葉県 チームカメダ Ｍ
256 松尾　剛之 マツオ タケユキ 神奈川県 Ｌ


