
ミルキー 33名 キッズ３（5〜6年⽣） 21名
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
401 澤渡　幹太 サワタリ カンタ 千葉県 Team セオ扇橋 501 ⻄村　歩花 ニシムラ　ホノカ 東京都 ニシムラファミリー キッズ
402 早川　彩斗 ハヤカワ アヤト ⼭梨県 レザン⼭梨 502 室伏　碧透 ムロフシ　アオト 千葉県 CycleDNA キッズ
403 宮崎　舷 ミヤザキ ゲン 埼玉県 小谷場整骨院 503 ⽯川　太郎 イシカワ タロウ 埼玉県 TEAM AGRI withAST キッズ
404 宮崎　岳 ミヤザキ ガク 埼玉県 小谷場整骨院 504 ⽥島　綾⼈ タジマ　アヤト 埼玉県 #1 プリメーラ キッズ
405 ⼭崎　真琴 ヤマザキ　マコト 千葉県 505 ⼾⽥　倫太郎 トダ リンタロウ 千葉県 ピークスパイダー キッズ
406 松崎　裕樹 マツザキ　ユウキ 東京都 506 澤　晴貴 サワ　ハルキ 神奈川県 チーム澤 キッズ
407 片岡　駿太 カタオカ　シュンタ 千葉県 507 篠塚　萠依 シノツカ　メイ 千葉県 キッズ
408 角野　未色 カクノ ミイロ 神奈川県 508 吉澤　進 ヨシザワ ススム 千葉県 オヤヂチャリ部ジュニア キッズ
409 川上　穂高 カワカミ ホダカ 神奈川県 BeX ISOYA 509 荒⽊　黎海 アラキ　レミ 東京都 ⻲3クラブ キッズ
410 ⽯川　華 イシカワ　ハナ 千葉県 オヤヂチャリ部 510 荒⽊　蒼空 アラキ　ソラ 東京都 ⻲3クラブ キッズ
411 高畑　和史 タカハタ　ワヒト 千葉県 511 星野　翠騎 ホシノ　スイキ 静岡県 ミソノイレーシング キッズ
412 吉川　結和 ヨシカワ ユワ 埼玉県 512 筒井　和 ツツイ　ヤマト 東京都 Team⼭登 キッズ
413 ⼭⽥　晴仁 ヤマダ　ハルヒト 千葉県 TORQUE/NOZAC 513 筒井　楓 ツツイ カエデ 東京都 Team⼭登 キッズ
414 鈴⽊　温樹 スズキ ハルキ 神奈川県 CandyR 514 野嵜　然新 ノザキ ゼンシン 東京都 TORQUE NOZAC キッズ
415 濱⽥　陽子 ハマダ　ヨウコ 神奈川県 Team Next Stage 515 藤原　海⼈ フジワラ　カイト 東京都 Team⼭登 キッズ
416 嶋⽥　円香 シマダ　マドカ 千葉県 516 加藤　汐音 カトウ　ショオン 神奈川県 キッズ
417 嶋⽥　隆介 シマダ　リュウスケ 千葉県 517 柴崎　遙仁 シバザキ ハルヒト 茨城県 sorriso キッズ
418 内藤　暁介 ナイトウ　キョウスケ 茨城県 518 ⽉⾒⾥　櫂 ツキミサト カイ 東京都 キッズ
419 野嵜　日貴 ノザキ ヒダカ 東京都 TORQUE NOZAC 519 高井　英咲 タカイ エイサク 東京都 キッズ
420 松井　徹平 マツイ　テッペイ 千葉県 520 大熊　淳之介 オオクマ　ジュンノスケ 東京都 TOKINO キッズ
421 杉本　健太朗 スギモト　ケンタロウ 千葉県 loosefish 521 小野　宣⻑ オノ ノリナガ 神奈川県 横浜本牧レーシング キッズ
422 大川　卓士 オオカワ　タクト 埼玉県
423 中島　佑弥 ナカジマ　ユウヤ 神奈川県
424 宮崎　結葉 ミヤザキ　ユイハ 神奈川県 上級者 53名
425 柴⽥　唯花 シバタ　ユイカ 埼玉県 No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
426 宇井　淳 ウイ　アツシ 千葉県 龍 531 宮本　学 ミヤモト　マナブ 千葉県 セマスレーシング Ｍ
427 竹腰　大輝 タケコシ　ダイキ 千葉県 532 浜口　太志 ハマグチ　タカユキ 神奈川県 セオサイクル Ｓ
428 清水　結仁 シミズ　ユイト 神奈川県 JERONIMO 533 ⼭本　耕平 ヤマモト コウヘイ 千葉県 ARCCレーシングチーム Ｌ
429 桧森　彩華 ヒモリ　アヤカ 千葉県 チームH 534 宮本　一輝 ミヤモト　カズキ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング Ｍ
430 渡辺　葉子 ワタナベ　ヨウコ 埼玉県 荒サイ倶楽部 535 澁谷　健太郎 シブヤ　ケンタロウ 千葉県 BMレーシング Ｍ
431 河崎　哲也 カワサキ　テツヤ 神奈川県 536 ⽊村　翔 キムラ　ショウ 埼玉県 Ｍ
432 林　幸太郎 ハヤシ　コウタロウ 埼玉県 537 七井　勇之介 ナナイ　ユウノスケ 千葉県 尾根幹族 Ｍ
433 猿⽥　花子 サルタ　ハナコ 神奈川県 ハッピーサルター 538 福原　大 フクハラ　ダイ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト Ｍ

539 嶋津　翔天 シマヅ　ケンタ 千葉県 team APEX Ｍ
540 ⾦⽣　勇樹 カノウ　ユウキ 千葉県 千葉黎明高等学校⾃転⾞競技愛好会 Ｍ

キッズ1（1〜2年⽣） 26名 541 安宅　将貴 アタカ　マサタカ 千葉県 SEO8214 Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 542 井狩　聖貴 イカリ　トシキ 千葉県 BMレーシング Ｌ
441 富樫　悠太郎 トガシ ユウタロウ ⼭梨県 キッズ 543 ⻑妻　暁 ナガツマ アキラ 神奈川県 FORCE Ｍ
442 久保　咲葉 クボ　サキハ 千葉県 キッズ 544 梅野　優哉 ウメノ マサヤ 東京都 TEAM ASUKA ABCクイック Ｓ
443 澤渡　晃 サワタリ コウ 千葉県 Team セオ扇橋 キッズ 545 ⻄⽯垣　誠友 ニシイシガキ　セイユウ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング Ｓ
444 中⼭　怜 ナカヤマ　レイ 東京都 キッズ 546 森榮　晃彦 モリサカ　アキヒコ 東京都 Team Dky Ｍ
445 早川　真幸 ハヤカワ　マサユキ 埼玉県 キッズ 547 手嶋　将大 テジマ マサヒロ 千葉県 EVERFiT RUDERZ Ｍ
446 棚⽥　悠⼈ タナダ　ユウト 千葉県 キッズ 548 半澤　雄高 ハンザワ　ユタカ 千葉県 EVERFiT RUDERZ Ｍ
447 ⽯川　⻯大 イシカワ リュウタ 埼玉県 TEAM AGRI withAST キッズ 549 奥澤　優也 オクザワ　ユウヤ 埼玉県 autobahngotemba Ｍ
448 ⽥島　尚樹 タジマ ナオキ 埼玉県 #1 プリメーラ キッズ 550 相原　晴一朗 アイハラ　セイイチロウ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Ｓ
449 片岡　篤志 カタオカ　アツシ 千葉県 キッズ 551 佐藤　⻯也 サトウ　タツヤ 千葉県 team APEX Ｓ
450 吉川　尚貴 ヨシカワ　ナオキ 千葉県 オヤヂチャリ部 キッズ 552 御堂　⼒哉 ミドウ リキヤ 東京都 クマCE Ｌ
451 ⻘⽊　千颯 アオキ　チハヤ 千葉県 あおにぃファミリー キッズ 553 関川　恒平 セキカワ　コウヘイ 東京都 SEMAS RACING 新松⼾ Ｌ
452 冨永　一慶 トミナガ　イッケイ 千葉県 キッズ 554 久我　創紀 クガ ソウキ 千葉県 seo8214 (セオ・初⽯) Ｌ
453 吉川　世名 ヨシカワ　セナ 埼玉県 イオンバイクJr.アカデミー キッズ 555 永淵　陸 ナガブチ　リク 千葉県 AutoBahnGotemba Ｍ
454 濱⽥　隆太朗 ハマダ リュウタロウ 神奈川県 Cycle DNA キッズ 556 ⽯倉　悠之介 イシクラ　ユウノスケ 千葉県 日大理⼯⾃転⾞部 ゆるポタ担当 Ｌ
455 ⽯本　到也 イシモト ユキヤ 神奈川県 エリクソン・ジャパン キッズ 557 あべ⽊　関二 アベキ　カンジ 神奈川県 Ｓ
456 大川　慶士 オオカワ　ケイト 埼玉県 #1-PRIMERA- キッズ 558 齊藤　宏樹 サイトウ　コウキ 東京都 Ｓ
457 松井　理子 マツイ　リコ 千葉県 キッズ 559 ⻘柳　雅⼈ アオヤギ　マサト 千葉県 セマスレーシング Ｓ
458 ⻘⽊　瑞樹 アオキ　ミズキ 埼玉県 キッズ 560 小口　慎雄 コグチ ミツオ 東京都 航空電子⾃転⾞競技部 Ｌ
459 ⼭岸　大洲 ヤマギシ　オオクニ 東京都 GLT キッズ 561 小林　清仁 コバヤシ キヨヒト 東京都 航空電子⾃転⾞競技部 Ｌ
460 佐藤　匠 サトウ　タクミ 神奈川県 キッズ 562 渡邉　正光 ワタナベ　マサミツ 福島県 Viner Ｌ
461 郷津　輝 ゴウヅ ヒカル 東京都 RinRinRacing キッズ 563 逢沢　慧太 アイザワ　ケイタ 千葉県 セオサイクル⻄千葉(千葉大学あまりぃず) Ｍ
462 半澤　麗 ハンザワ レイ 千葉県 上の台小学校 キッズ 564 野中　秀樹 ノナカ ヒデキ 東京都 NESTO Ｍ
463 根本　煌⽣ ネモト コウキ 千葉県 Cycle DNA キッズ 565 ⽊村　皆斗 キムラ　ミナト 千葉県 セマス新松⼾ Ｍ
464 油井　遥⼈ ユイ　ハルト 東京都 キッズ 566 多⽥　れおん タダ レオン 茨城県 GROWING r/t Ｌ
465 ⽯⼭　結菜 イシヤマ　ユウナ 東京都 キッズ 567 川野　碧己 カワノ アオキ 東京都 Limited Team 846 / Team-K Ｍ
466 河崎　寛也 カワサキ　トモヤ 神奈川県 キッズ 568 阿部　耀介 アベ　ヨウスケ 埼玉県 Shirokita J's Cycling Ｌ

569 横矢　峻 ヨコヤ　シュン 千葉県 BMレーシング Ｍ
570 櫻井　優真 サクライ　ユウマ 群馬県 前橋⼯業高校 Ｓ

キッズ2（3〜4年⽣） 23名 571 北村　翔太 キタムラ　ショウタ 群馬県 前橋⼯業高校 Ｓ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 572 ⻄村　⾏⽣ ニシムラ　コウセイ 神奈川県 Ｍ
471 久保　四葉 クボ　ヨツバ 千葉県 キッズ 573 栗原　佑弥 クリハラ　ユウヤ 埼玉県 GranDiver RacingTeam Ｍ
472 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ 千葉県 アラスカワークス キッズ 574 塩野　誠心 シオノ セイシン 群馬県 前橋⼯業高校 Ｌ
473 早川　唯斗 ハヤカワ ユイト ⼭梨県 レザン⼭梨 キッズ 575 若⽉　隆真 ワカツキ　タクマ 埼玉県 彩北ツブラーゼ Ｌ
474 佐藤　清哉 サトウ セイヤ 千葉県 team APEX キッズ 576 ⻄川　輝 ニシカワ　ヒカル 千葉県 千葉黎明高校⾃転⾞競技愛好会 Ｌ
475 ⻄村　朋花 ニシムラ トモカ 東京都 ニシムラファミリー キッズ 577 沢野　大地 サワノ　ダイチ 埼玉県 Ｍ
476 藤本　琉⽣ フジモト　ルイ 千葉県 ＣｙｃｌｅＤＮＡ キッズ 578 重⽥　恵杜 シゲタ　ケイト 千葉県 Team CUORE Ｌ
477 ⻘⼭　哲宗 アオヤマ テツムネ 神奈川県 SORA GRIT キッズ 579 中村　凌輔 ナカムラ リョウスケ 千葉県 Nakamura　Racing Ｌ
478 高橋　条 タカハシ ジョウ 東京都 TEAM　K × J キッズ 580 清水　美寛 シミズ　ミヒロ 千葉県 Ｍ
479 岡　快音 オカ　カイト 東京都 TEAM　K × J キッズ 581 瀬川　林巨 セガワ　シゲミ 千葉県 チームBMレーシング Ｌ
480 ⼭川　朔太朗 ヤマカワ　サクタロウ 東京都 プリメーラ キッズ 582 新井　雄稀 アライ　ユウキ 埼玉県 yohoセオ八潮 Ｓ
481 横倉　つぼみ ヨコクラ　ツボミ 茨城県 茨城県トライアスロン協会 キッズ 583 ⻑川　達哉 ナガカワ　タツヤ 東京都 叡明 Ｍ
482 ⼾⽥　ちおり トダ チオリ 千葉県 ピークスパイダー キッズ
483 角野　花 カクノ　ハナ 神奈川県 キッズ シニア初級（50歳以上） 34名
484 及川　丈太郎 オイカワ ジョウタロウ 千葉県 TEAM BEE キッズ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
485 吉水　あや乃 ヨシミズ アヤノ 東京都 エコロガイズ キッズ 601 滑川　正也 ナメカワ　マサヤ 千葉県 MONレーシングクラブ Ｓ
486 前⽥　悠晴 マエダ ユウセイ 神奈川県 キッズ 602 神谷　敦⺒ カミヤ　アツシ 埼玉県 さんぺい Ｌ
487 鵜野　由亜斗 ウノ　ユアト 千葉県 キッズ 603 蓑輪　一也 ミノワ　カズヤ 埼玉県 Team84 Ｌ
488 高橋　晄 タカハシ アキラ 埼玉県 キッズ 604 藁⽥　純 ワラタ　ジュン 埼玉県 Ｍ
489 ⼭本　爽太 ヤマモト　ソウタ 千葉県 ARCC kids キッズ 605 ⽥島　勇 タジマ　イサム 埼玉県 Ｌ
490 内藤　陵介 ナイトウ　リョウスケ 茨城県 キッズ 606 Fujishiro　Kazuo フジシロ　カヅオ 千葉県 チームBMレーシング Ｍ
491 野嵜　一晴 ノザキ イッセイ 東京都 TORQUE NOZAC キッズ 607 荒畑　誠司 アラハタ セイジ 神奈川県 チーム84 Ｍ
492 渡辺　滉士 ワタナベ コウシ 千葉県 4 Chome キッズ 608 桑原　正樹 クワバラ　マサキ 東京都 Ｍ
493 鈴⽊　瑛海 スズキ　アキミ 千葉県 キッズ 609 橋本　⻯馬 ハシモト　リュウマ 千葉県 Ｌ



610 宮腰　義孝 ミヤコシ　ヨシタカ 東京都 Ｌ 737 天野　真一 アマノ シンイチ 東京都 TBC Ｌ
611 保坂　好明 ホサカ　ヨシアキ 埼玉県 Ｌ 738 川合　雄太 カワイ ユウタ 千葉県 セマス新松戸 Ｌ
612 野中　武也 ノナカ タケヤ 千葉県 SEO8214 Ｌ 739 柴田　秀晃 シバタ　ヒデアキ 埼玉県 Ｓ
613 平野　隆司 ヒラノ タカシ 埼玉県 1100bar Ｓ 740 篠原　徹 シノハラ　トオル 東京都 Ｌ
614 池原　洋 イケハラ　ヨウ 神奈川県 Ｌ 741 澤田　淳 サワダ　アツシ 東京都 Ｍ
615 塩⽥　隆一 シオタ リュウイチ 東京都 THCR Ｍ 742 小柳　俊夫 コヤナギ トシオ 千葉県 Ｍ
616 三瓶　幹雄 サンペイ　ミキオ 東京都 Ｍ 743 米田　知司 コメダ サトシ 神奈川県 MIVRO Ｌ
617 海⽼沼　久也 エビヌマ　ヒサヤ 千葉県 semas松⼾ Ｌ 744 桧森　孝雄 ヒモリ タカオ 千葉県 チームＨ Ｍ
618 米⼭　茂 ヨネヤマ　シゲル 千葉県 Ｌ 745 田邊　秀一 タナベ　シュウイチ 千葉県 セマスレーシング Ｌ
619 藤井　秀治 フジイ　ヒデハル 東京都 Ｌ 746 齊藤　優太郎 サイトウ　ユウタロウ 千葉県 内房レーシングクラブ Ｍ
620 高川　孝一 タカガワ コウイチ　　 千葉県 TEAM  BEE Ｌ 747 関　英彦 セキ ヒデヒコ 千葉県 内房レーシングクラブ Ｓ
621 明道　泰博 ミョウドウ　ヤスヒロ 神奈川県 Ｌ 748 岩瀬　正史 イワセ　マサシ 東京都 COLORs Ｌ
622 篠崎　清⼈ シノザキ　キヨヒト 東京都 ARCCポタリング Ｍ 749 多田　純司 タダ　ジュンジ 千葉県 Bee Ｌ
623 ⼭口　善弘 ヤマグチ　ヨシヒロ 茨城県 Ｍ 750 宮脇　浩 ミヤワキ　ヒロシ 神奈川県 Ｍ
624 神⽥　哲雄 カンダ　テツオ 神奈川県 Child Mind Ｌ 751 小島　慶 コジマ　ケイ 千葉県 Ｍ
625 平⽥　賢一 ヒラタ　ケンイチ 千葉県 TEAM GIRO Z Ｌ 752 阿南　大介 アナン　ダイスケ 千葉県 内房レーシングクラブ Ｓ
626 矢澤　京太郎 ヤザワ　キョウタロウ 千葉県 エバーフィット Ｍ 753 中台　篤史 ナカダイ アツシ 東京都 航空電子自転車競技部 Ｍ
627 大⽉　和宣 オオツキ カズノリ 千葉県 CBC    Chiba Bike Club Ｍ 754 村社　淳 ムラコソ ジュン 埼玉県 Ｓ
628 岩⽥　全弘 イワタ　マサヒロ 千葉県 セマスレーシング新松⼾ Ｌ 755 國分　将之 コクブン　マサユキ 千葉県 Ｌ
629 ⽥中　直樹 タナカ　ナオキ 東京都 37° Ｍ 756 飯塚　和弘 イイヅカ カズヒロ 埼玉県 Team APEX Ｍ
630 梅⽥　善昭 ウメダ　ヨシアキ 東京都 Ｍ 757 大久保　由紀夫 オオクボ ユキオ 東京都 TeamCOYOTE Ｓ
631 筒井　正明 ツツイ　マサアキ 千葉県 TSU Ｌ 758 三宅　勇輝 ミヤケ　ユウキ 東京都 Rapha Cycling Club Ｍ
632 羽子⽥　祐一 ハネダ　ユウイチ 東京都 wingvet Ｍ 759 戸嶋　祥吾 トシマ　ショウゴ 千葉県 Ｍ
633 星野　智一 ホシノ トモカズ 埼玉県 teamAPEX Ｌ 760 千徳　竜輝 セントク　リョウキ 埼玉県 浦和北高校 Ｌ
634 菅野　孝義 カンノ　タカヨシ 神奈川県 つばさＲＴ Ｓ 761 留目　夕陽 トドメ　ユウヒ 東京都 八王子桑志高校 Ｍ

762 山根　拓斗 ヤマネ　タクト 神奈川県 Ultimate Ramen Team Ｌ
763 和田　駆 ワダ　カケル 千葉県 Ｍ

シニア（60歳以上） 13名 764 橋本　和樹 ハシモト　カズキ 東京都 ULTIMATE RAMEN TEAM Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 765 井上　貴仁 イノウエ　タカヒト 神奈川県 ULTIMATE RAMEN TEAM Ｍ
651 松本　謙 マツモト ケン ⼭梨県 レザン⼭梨サイクリングクラブ Ｌ 766 黒部　太陽 クロベ　タイヨウ 神奈川県 Ｌ
652 中村　宗哲 ナカムラ ソウテツ 東京都 シクロクラブ Ｍ 767 石井　蒼星 イシイ　ソラ 千葉県 Ｌ
653 大塚　和平 オオツカ ワヘイ 東京都 パインヒルズ90 Ｍ 768 松本　涼祐 マツモト　リョウスケ 千葉県 Ｌ
654 泉　三男 イズミ ミツオ 静岡県 di RAVORANTE Ｍ 769 西本　健三郎 ニシモト　ケンザブロウ 東京都 Ｍ
655 武⽥　康裕 タケダ ヤスヒロ 神奈川県 Ｌ 770 笠倉　知弥 カサクラ　トモヤ 東京都 Ｍ
656 渡辺　一男 ワタナベ　カズオ 千葉県 SRT Ｍ 771 松崎　新太 マツザキ　アラタ 千葉県 Ｍ
657 小林　一美 コハ゛ヤシ カス゛ミ 千葉県 teamAPEX Ｍ 772 川田　翔太 カワダ ショウタ 東京都 Flecha（フレーチャ） Ｌ
658 橋崎　延之 ハシザキ　ノブユキ 千葉県 Ｍ 773 藤野　英志 フジノ　エイシ 神奈川県 Ｌ
659 内川　健 ウチカワ　タケシ 神奈川県 Collina Z Ｍ 774 杉江田　健人ガブリエル スギエタ　ケントガブリエル 神奈川県 Ｌ
660 松実　利幸 マツミ トシユキ 神奈川県 Ｓ 775 加藤　大和 カトウ　ヤマト 東京都 Ｌ
661 高橋　國士 タカハシ　クニオ 東京都 BEX ISOYA Ｓ 776 田代　アッバース タシロ　アッバース 埼玉県 川口市自転車競技連盟 Ｌ
662 久我　良仁 クガ　ヨシヒト 千葉県 SEO8214 Ｍ 777 宝田　幸太朗 タカラダ　コウタロウ 千葉県 Ｌ
663 平尾　昭法 ヒラオ アキノリ 埼玉県 ビー・フリーク Ｌ 778 皆川　大希 ミナガワ　タイキ 千葉県 セマス新松戸 Ｍ

779 高本　亮太 コウモト リョウタ 東京都 Limited Team 846/Team-K Ｌ
780 植野　匠 ウエノ　タクミ 千葉県 Ｍ

中学⽣ 15名 781 荻野　泰基 オギノ　タイキ 東京都 Ｍ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 782 高橋　明 タカハシ　アキラ 東京都 Ｌ
681 鈴⽊　澪 スズキ　レイ 埼玉県 Ｍ 783 山川 隆 ヤマカワ タカシ Ｍ
682 佐藤　海⾥ サトウ　カイリ 千葉県 Ｍ
683 藤本　怜 フジモト　レイ 千葉県 ＣｙｃｌｅＤＮＡ Ｍ
684 鈴⽊　創万 スズキ　ソウマ 東京都 Flecha（フレーチャ） Ｌ シニア中・上級クラス（50歳以上） 17名
685 大⾦　幸太郎 オオガネ　コウタロウ 千葉県 SEO 8214 Ｓ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
686 小島　環 コジマ カン 東京都 Ｍ 801 山倉　幹丈 ヤマクラ ミキタケ 千葉県 内房レーシング Ｍ

687 藤原　大和 フジワラ　ヤマト 東京都 Team⼭登 Ｌ 802 小野　忠 オノ タダシ 埼玉県 パインヒルズ 90 Ｌ

688 原　維吹樹 ハラ イブキ 東京都 Team⼭登 Ｍ 803 加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ 千葉県 チームSUZＡK I Ｌ

689 泉　颯太 イズミ　ソウタ 東京都 Ｍ 804 元吉　剰人 モトヨシ　ノリヒト 山梨県 レザン山梨 Ｍ

690 ⼭下　哲平 ヤマシタ　テッペイ 東京都 TOKINO Ｓ 805 小林　一郎 コバヤシ イチロウ 栃木県 Honda栃木 Ｌ

691 小野　美琴 オノ　ミコト 東京都 トキノ Ｓ 806 廣川　史典 ヒロカワ　トモノリ 千葉県 チームBMレーシング Ｍ

692 ⿊坂　晃大 クロサカ　アキヒロ 東京都 Ｓ 807 木山　智 キヤマ サトシ 東京都 Team ARI Ｌ

693 高井　順平 タカイ ジュンペイ 東京都 Ｍ 808 塩田　隆一 シオタ リュウイチ 東京都 石油王になる Ｍ

694 加藤　信二 カトウ シンジ 神奈川県 Incomplete Ｌ 809 鈴木　淳悦 スズキ　アツヨシ 東京都 Team APEX Ｓ

695 鈴⽊　佑海 スズキ　ユウミ 千葉県 Ｌ 810 庄山　均 ショウヤマ ヒトシ 埼玉県 ANH.RC Ｌ

811 福澤　慎吾 フクザワ　シンゴ 茨城県 team APEX Ｍ

812 遠山　良夫 トオヤマ ヨシオ 埼玉県 フラシーボ Ｍ

中級者 73名 813 池畑　陽一郎 イケハタ ヨウイチロウ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ Ｍ

No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 814 高橋　信宏 タカハシ ノブヒロ 埼玉県 teamAPEX Ｍ

711 小林　正樹 コバヤシ マサキ 東京都 RinRinRacing Ｍ 815 大塚　栄一 オオツカ　エイイチ 東京都 アプリコ Ｌ

712 鈴木　威彦 スズキ　タケヒコ 千葉県 TEAM GIRO Ｌ 816 棈木　俊一 アベキ　シュンイチ 神奈川県 Ｍ

713 坂巻　徹 サカマキ トオル 神奈川県 Ｌ 817 荏原　浩明 エバラ ヒロアキ 神奈川県 ペイスターズ Ｌ

714 相楽　誠 サガラ　マコト 東京都 RinRinRacing Ｍ
715 佐藤　勇亮 サトウ　ユウスケ 埼玉県 Crunk Gorilla Cycling Team Ｌ
716 中　瑞希 ナカ　ミヅキ 東京都 RinRinRacing Ｌ レディース 14名
717 渡辺　祐也 ワタナベ　ユウヤ 神奈川県 ccc Ｍ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
718 三平　善郎 ミヒラ　ヨシロウ 東京都 Ｍ 831 石井　美絵 イシイ ミエ 千葉県 内房レーシング Ｓ

719 山内　豊和 ヤマウチ　トヨカズ 東京都 カラーズ Ｌ 832 早川　歩美 ハヤカワ アユミ 埼玉県 Ｍ

720 福村　雅幸 フクムラ　マサユキ 千葉県 Ｌ 833 鈴木　いずき スズキ　イズキ 東京都 チーム善應院 Ｍ

721 川口　克右 カワグチ コクウ 東京都 キヤノンサイクリングクラブ Ｍ 834 岩井　享子 イワイ　キョウコ 千葉県 Ｍ

722 佐藤　真一 サトウ シンイチ 神奈川県 キヤノンサイクリングクラブ Ｍ 835 上野　梓 ウエノ　アズサ 東京都 Team Dky Ｓ

723 小林　大祐 コバヤシ　ダイスケ 埼玉県 キヤノンサイクリングクラブ Ｌ 836 齋藤　詢 サイトウ　ジュン 茨城県 Ｍ

724 面谷　聡 オモダニ サトシ 東京都 キヤノンサイクリングクラブ Ｍ 837 道川　侑香 ミチカワ　ユカ 茨城県 Ｍ

725 黒竹　俊太 クロタケ　シュンタ 神奈川県 CCC/これで勝つる！ Ｍ 838 森榮　晃子 モリサカ アキコ 東京都 Team Dky Ｍ

726 須藤　卓 ストウ　スグル 埼玉県 あらかわZoo Racing Ｌ 839 前島　律子 マエジマ リツコ 東京都 チバポンズ Ｌ

727 高野　拓己 タカノ　タクミ 東京都 ULTRA.tri/Team-3 Ｍ 840 浅井　今日子 アサイ　キョウコ 東京都 クマCE Ｌ

728 清水　祐谷 シミズ ユウヤ 東京都 ULTRA.tri/Team-3 Ｌ 841 細矢　由美子 ホソヤ　ユミコ 神奈川県 DREAMER Ｓ

729 青木　勇 アオキ　イサム 千葉県 あおにぃファミリー Ｍ 842 中村　友香 ナカムラ ユカ 千葉県 SEMAS RACING新松戸 Ｍ

730 岸本　海利 キシモト　カイト 神奈川県 ULTRA.tri/Team-3 Ｍ 843 刈込　奈那 カリコミ　ナナ 千葉県 チーム川島 Ｌ

731 海沼　慶明 カイヌマ　ヨシアキ 千葉県 Ｍ 844 船橋　星来 フナバシ セラ 埼玉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Ｍ

732 井川　弘貴 イガワ　ヒロキ 千葉県 Team Vse Racing Ｍ
733 林　匠 ハヤシ　タクミ 千葉県 EVERFiT RUDERZ Ｌ
734 赤川　恵太 アカガワ　ケイタ 茨城県 煌レーシングクラブ Ｓ
735 鈴木　啓太 スズキ　ケイタ 神奈川県 Nexus横浜 Ｓ
736 宮崎　真一郎 ミヤザキ シンイチロウ 神奈川県 クラブ二輪倶 Ｍ



初級者 1組 50名 初級者 2組 46名
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
861 宮崎　裕樹 ミヤザキ　ヒロキ 神奈川県 Ｍ 911 大村　幸敬 オオムラ　ユキタカ 千葉県 SEO8214 Ｌ

862 富樫　秀太郎 トガシ　シュウタロウ 山梨県 Ｍ 912 鈴木　優太 スズキ　ユウタ 福島県 TEAM NOLOSE Ｌ

863 村田　健 ムラタ　ケン 埼玉県 TEAM EX NOTES Ｌ 913 菅家　貴大 カンケ　タカヒロ 千葉県 Ｍ

864 秋葉　昭智 アキバ　アキノリ 東京都 AA Ｓ 914 山口　雄生 ヤマグチ　ユウキ 千葉県 Ｍ

865 小野﨑　晋太郎 オノザキ シンタロウ 千葉県 Ｌ 915 藤田　翔太郎 フジタ　ショウタロウ 東京都 Ｌ

866 河本　正信 カワモト　マサノブ 千葉県 Ｌ 916 福田　忠彦 フクダ　タダヒコ 東京都 Ｌ

867 越智　進太郎 オチ　シンタロウ 千葉県 Ｍ 917 福永　卓也 フクナガ　タクヤ 千葉県 HVRL-ccc- Ｍ

868 間野　隆 マノ タカシ 東京都 Road-C-AmongField Ｍ 918 菅原　朋樹 スガハラ　トモキ 群馬県 HVRL-ccc- Ｌ

869 早川　正哉 ハヤカワ マサヤ 山梨県 レザン山梨 Ｌ 919 中尾　将 ナカオ　ショウ 神奈川県 AK bike Ｍ

870 宮崎　宏英 ミヤザキ　ヒロヒデ 埼玉県 小谷場整骨院 Ｍ 920 清水　寛岳 シミズ　ヒロタケ 東京都 Ｍ

871 早川　史行 ハヤカワ フミユキ 埼玉県 Ｍ 921 高木　俊暢 タカギ　トシノブ 神奈川県 Ｍ

872 小平　和樹 コビラ　カズキ 千葉県 セマス新松戸 Ｌ 922 上野　貴司 ウエノ　タカシ 千葉県 yurichan Ｌ

873 下別府　大輝 シモベップ　ダイキ 千葉県 MRBC Ｌ 923 奥田　倫大 オクダ　トモヒロ 千葉県 Ｓ

874 岡島　広宣 オカジマ　ヒロノブ 千葉県 MRBC Ｌ 924 桑村　政臣 クワムラ　マサオミ 千葉県 Ｍ

875 平尾　公一 ヒラオ コウイチ 東京都 SUBARU・C・C Ｌ 925 松浦　悠茉 マツウラ　ユウマ 埼玉県 Ｌ

876 高橋　寿和 タカハシ　トシカズ 東京都 MIVRO Ｌ 926 山本　洋平 ヤマモト　ヨウヘイ 神奈川県 TEAM KU'Z Ｍ

877 堀江　崇 ホリエ　タカシ 茨城県 Flecha Ｍ 927 吉谷　彬 ヨシタニ　アキラ 東京都 Team impec Ｍ

878 小野　孝一 オノ　コウイチ 千葉県 Ｌ 928 大渕　文仁 オオブチ　フミヒト 東京都 橋本研究室自転車部 Ｌ

879 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 929 酒井　宏基 サカイ　ヒロキ 神奈川県 葛餅 Ｌ

880 宇佐見　純一 ウサミ　ジュンイチ 埼玉県 Ｓ 930 白井　真人 シライ　マサト 東京都 Ｍ

881 岡田　昌宜 オカダ　マサタカ 東京都 えりまきサイクルポタリングチーム Ｌ 931 野村　泰弘 ノムラ　ヤスヒロ 東京都 Ｌ

882 竹久　渉 タケヒサ ワタル 埼玉県 team APEX Ｌ 932 中村　直之 ナカムラ ナオユキ 東京都 ライトニング Ｍ

883 佐藤　賢寿 サトウ　ケンジュ 東京都 チーム善應院 Ｍ 933 松尾　彰久 マツオ　アキヒサ 東京都 Ｓ

884 河原　和宏 カワハラ　カズヒロ 茨城県 SEMAS新松戸 Ｍ 934 大沼　貴志 オオヌマ　タカシ 埼玉県 Ｌ

885 齊藤　慧 サイトウ ケイ 千葉県 菜々ちゃんファミリー Ｍ 935 吉岡　勝彦 ヨシオカ カツヒコ 埼玉県 ぼっちれーしんぐ Ｍ

886 澤　靖夫 サワ　ヤスオ 神奈川県 チーム澤 Ｌ 936 櫻井　渓太 サクライ　ケイタ 新潟県 HVRL-ccc Ｌ

887 高木　雅幸 タカキ　マサユキ 神奈川県 Ｌ 937 筒井　正明 ツツイ　マサアキ 千葉県 TSU Ｌ

888 湯田　桂一朗 ユダ　ケイイチロウ 神奈川県 Ｌ 938 児玉　拓哉 コダマ　タクヤ 神奈川県 Ｌ

889 金谷　繁 カナヤ シゲル 神奈川県 またんごＣｙｃｌｉｎｇ　Ｔｅａｍ Ｌ 939 鈴木　英士 スズキ エイジ 神奈川県 CandyR Ｍ

890 篠塚　芳信 シノツカ　ヨシノブ 千葉県 Ｍ 940 高久　胡太郎 タカク　コタロウ 茨城県 取手第一高等学校 Ｌ

891 角野　茂 カクノ　シゲル 神奈川県 Ｌ 941 中島　陽太 ナカジマ　ヨウタ 茨城県 Ｌ

892 福田　博文 フクダ　ヒロフミ 東京都 Ｌ 942 梁　云聰 リョウ　ウンソウ 東京都 Ｌ

893 村上　竜太 ムラカミ　リュウタ 千葉県 Araren8214 Ｌ 943 本間　響 ホンマ　ヒビキ 千葉県 北総レーシング Ｓ

894 荒木　勉 アラキ　ツトム 東京都 亀3クラブ Ｌ 944 益山　悠 マスヤマ　ユウ 千葉県 team北総レーシング Ｍ

895 本間　芳幸 ホンマ　ヨシユキ 千葉県 Ｍ 945 長野　義春 ナガノ　ヨシハル 千葉県 Ｌ

896 笠井　久光 カサイ　ヒサミツ 千葉県 SEO8214 Ｌ 946 安藤　皓輔 アンドウ　コウスケ 東京都 Ｌ

897 太野　俊之 オオノ トシユキ 山梨県 Ｍ 947 矢野　秀斗 ヤノ　シュウト 千葉県 Ｍ

898 中川　冬威 ナカガワ トウイ 東京都 Ｌ 948 望月　雄太 モチヅキ　ユウタ 茨城県 善應院 Ｌ

899 太野　知之 オオノ トモユキ 山梨県 Ｍ 949 松崎　陽大 マツザキ　ハルト 東京都 Ｌ

900 河野　武之 コウノ　タケユキ 神奈川県 Ｍ 950 沢野　晃 サワノ　ヒカル 埼玉県 Ｓ

901 河野　恵志郎 コウノ　ケイシロウ 神奈川県 Ｍ 951 鈴木　紳之助 スズキ　シンノスケ 東京都 Ｍ

902 江藤　大智 エトウ　ダイチ 東京都 Ｍ 952 安瀬　一騎 アンセ　イッキ 茨城県 茗溪学園 Ｍ

903 中村　洋平 ナカムラ　ヨウヘイ 千葉県 team APEX Ｍ 953 金田　歩夢 カネダ アユム 埼玉県 がーやちゃん Ｍ

904 中村　能亮 ナカムラ ヨシスケ 東京都 Colors Ｍ 954 宮田　和弥 ミヤタ　カズヤ 千葉県 Ｍ

905 赤川　耐 アカガワ　タイ 茨城県 煌レーシングクラブ Ｍ 955 関野　匠 セキノ　タクミ 茨城県 茗溪学園 Ｍ

906 清宮　尚輝 セイミヤ　ナオキ 千葉県 Ｍ 956 田中　碧 タナカ　アオ 千葉県 Ｌ

907 森　拓真 モリ　タクマ 東京都 ReVelo Ｓ

908 舘林　孝太朗 タテバヤシ　コウタロウ 千葉県 Ｌ

909 香本　将志 コウモト　マサシ 京都府 Ｍ

910 伊丹　大悟 イタミ　ダイゴ 千葉県 SILVIA Ｌ


