
エキスパート【上級者・登録者】 ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 60名 50 ⽯⽥　悠真 ｲｼﾀﾞ　ﾕｳﾏ 栃⽊県 ⼭ちゃんず

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 51 三沼　佑基 ﾐﾇﾏ　ﾕｳｷ 栃⽊県 ⼭ちゃんず

1 位下　岳瑠 ｲｹﾞ ﾀｹﾙ 埼⽟県 CLUBろｰたす 52 稲延　夢元 ｲﾅﾉﾍﾞ　ﾑｹﾞﾝ 栃⽊県 ⼭ちゃんず

2 今井　⼤悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 VENTOS FRECCIA 53 宮崎　綾世 ﾐﾔｻﾞｷ　ｱﾔｾ 栃⽊県 ⼭ちゃんず

3 上野　颯⽃ ｳﾜﾉ ﾊﾔﾄ 新潟県 54 荒瀧　隆公 ｱﾗﾀｷ　ﾀｶﾋﾄ 東京都 Innocent

4 今関　稔 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ 栃⽊県 夏草ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 55 武井　裕 ﾀｹｲ　ﾕｳ 神奈川県

5 ⾦⽥　⼀ ｶﾈﾀﾞ　ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX 56 伊藤　晋⼀ ｲﾄｳ　ｼﾝｲﾁ 神奈川県 G.S.POSITIVO

6 福野　純⼀ ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTBC 57 ⼩畑　郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京都 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

7 ⼩⼭⽥　圭太 ｵﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 栃⽊県 58 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ　ﾕｳｷ 東京都 Rapha Cycling Club

8 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼⽟県 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑﾚｰｼﾝｸﾞ 59 成⽑　千尋 ﾅﾙｹ　ﾁﾋﾛ 東京都 CANARIS

9 岡野　賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 埼⽟県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTBC 60 ⾼橋　利明 ﾀｶﾊｼ　ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing　Team 

10 岩⾕　⿓成 ｲﾜﾔ　ﾘｭｳｾｲ 茨城県

11 ⽥島　誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京都 あらかわZoo Racing 男⼦A（中⾼⽣） ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 18名

12 鈴⽊　直太 ｽｽﾞｷ　ﾅｵﾀ 東京都 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

13 ⾼岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京都 Roppongi Express 71 川⽥　翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京都

14 銀⼭　耕⼀ ｷﾞﾝﾔﾏ　ｺｳｲﾁ 千葉県 Roppongi Express 72 中⻄　諒太郎 ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼⽟県

15 ⾼橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼⽟県 Roppongi Express 73 吉澤　楓雅 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾌｳｶﾞ 栃⽊県

16 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 ﾁｰﾑGINRIN熊本 74 ⼤岡　俊介 ｵｵｵｶ　ｼｭﾝｽｹ 栃⽊県

17 名渕　光希 ﾅﾌﾞﾁ　ｺｳｷ 栃⽊県 75 櫻井　隼⼈ ｻｸﾗｲ　ﾊﾔﾄ 栃⽊県

18 佐藤　浩彰 ｻﾄｳ　ﾋﾛｱｷ 埼⽟県 CLUBろｰたす 76 ⻑⽥　啓太郎 ｵｻﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ ⼭梨県

19 仲鉢　伸 ﾁｭｳﾊﾞﾁ　ｼﾝ 神奈川県 77 佐藤　琢磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 神奈川県

20 ⼋幡　光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE 78 中島　健太 ﾅｶｼﾞﾏ　ｹﾝﾀ 埼⽟県

21 阿島　哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川県 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 79 東　拓眞 ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾏ 東京都 team ESTA

22 ⽯原　悠希 ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｷ 栃⽊県 順天堂⼤学 80 叶内　輝⼈ ｶﾅｳﾁ　ｱｷﾄ ⼭形県

23 松島　寿樹 ﾏﾂｼﾏ　ﾄｼｷ 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ 81 若⽉　隆真 ﾜｶﾂｷ　ﾀｸﾏ 埼⽟県 彩北ﾂﾌﾞﾗｰｾﾞ

24 向⽥　潤⼀ ﾑｶﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊県 RIDE Freaks 82 ⾼井　順平 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 ｽﾐﾀ-ｴｲﾀﾞｲ-ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ-ﾗﾊﾞﾈﾛ 

25 福⽥　圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 83 渡辺　朝陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾄﾓｱｷ ⻘森県 ⼋⼾⼯業⼤学第⼀⾼等学校

26 ⾼橋　英⽂ ﾀｶﾊｼ　ﾋﾃﾞﾌﾐ 群⾺県 ALLEGRO 84 ⽩⽯　直努 ｼﾗｲｼ　ﾅｵﾄ ⻘森県 ⼋⼾⼯業⼤学第⼀⾼等学校

27 村井　浩嗣 ﾑﾗｲ　ﾋﾛﾂｸﾞ 栃⽊県 85 富樫　響 ﾄｶﾞｼ　ﾋﾋﾞｷ 埼⽟県 岐⾩第⼀⾼等学校

28 本⽥　将⽮ ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾔ 群⾺県 86 原⽥　裕太郎 ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳﾀﾛｳ ⻘森県

29 菊川　実紀 ｷｸｶﾞﾜ　ﾐﾉﾘ 東京都 Roppongi Express 87 狩野　祐将 ｶﾘﾉ　ﾕｳｽｹ 神奈川県

30 ⾓⽥　拓渉 ﾂﾉﾀﾞ　ﾀｸﾄ 群⾺県 ALLEGRO 88 新井   ⿓ ｱﾗｲ  ﾘｮｳ 埼⽟県 ☆BEAT☆

31 ⼭崎　僚⼤ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 栃⽊県

32 ⻑⽥　華⼭ ﾅｶﾞﾀ　ｶｻﾞﾝ 東京都 男⼦B（19歳〜29歳） 82名

33 五⼗嵐　綾 ｲｶﾞﾗｼ　ﾘｮｳ 茨城県 平⼯業⾼校 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

34 ⼩堀　陽⼈ ｺﾎﾞﾘ　ﾊﾙﾄ 千葉県 101 岸本　侑⼤ ｷｼﾓﾄ　ﾕｷﾋﾛ 栃⽊県 GROWING Racing Team

35 鳴海　颯 ﾅﾙﾐ ｿｳ 東京都 speeder cycling team 102 元嶋　佑弥 ﾓﾄｼﾞﾏ　ﾕｳﾔ 愛知県

36 岡本　秀明 ｵｶﾓﾄ　ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 TEAM GIRO 103 古川　由貴 ﾌﾙｶﾜ　ﾕｳｷ 神奈川県 Lion.MEREDA

37 中路　孝亮 ﾅｶｼﾞ　ﾀｶｱｷ 福島県 104 湯本　剛史 ﾕﾓﾄ　ﾂﾖｼ 福島県 Divertire

38 梅野　秀哉 ｳﾒﾉ　ﾋﾃﾞﾔ 埼⽟県 SQUADRA CORSE cicli HIDE 105 根岸　駿 ﾈｷﾞｼ　ｼｭﾝ 千葉県 MFDRT

39 半澤　雄⾼ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 千葉県 106 杉江　亮祐 ｽｷﾞｴ　ﾘｮｳｽｹ 千葉県 焼⾁ﾌｧｲﾔｰｽﾞ

40 渡辺　⼋起 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｵｷ 茨城県 取⼿⼀髙 107 ⽥村　亮 ﾀﾑﾗ　ﾘｮｳ 東京都 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｳﾞｪﾙ

41 藤⽥　拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 埼⽟県 ﾚｻﾞﾝ⾃転⾞部 108 ⽮野　匠 ﾔﾉ　ﾀｸﾐ 千葉県

42 三神　遼⽮ ﾐｶﾐ　ﾘｮｳﾔ 福島県 平⼯業⾼校 109 堺　直樹 ｻｶｲ　ﾅｵｷ 埼⽟県 MIVRO

43 海⽼沼　武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 茨城県 OYAMA STARPLEX 110 鶴巻　聡 ﾂﾙﾏｷ　ｻﾄﾙ 茨城県

44 ⾦澤　陸 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾘｸ 福島県 修明⾼等学校 111 ⼭下　陽裕 ﾔﾏｼﾀ　ﾖｳｽｹ 東京都 TEAM EAU ROUGE

45 野⼝　悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 NOTTA CYCLE 112 川中⼦　⽣成 ｶﾜﾅｺﾞ　ｷﾅﾘ 埼⽟県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

46 吉⽥　真聖 ﾖｼﾀﾞ　ｼﾝｾｲ ⻘森県 ⼋⼾⼯業⼤学第⼀⾼等学校 113 ⼩⾕野　紘典 ｺﾔﾉ　ｺｳｽｹ 栃⽊県

47 ⾼橋　翔夢 ﾀｶﾊｼ　ｶｹﾑ ⻘森県 ⼋⼾⼯業⼤学第⼀⾼等学校 114 安藤　健太 ｱﾝﾄﾞｳ　ｹﾝﾀ 栃⽊県

48 東　智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅲ 115 杉原　佳祐 ｽｷﾞﾊﾗ　ｹｲｽｹ 埼⽟県

49 ⽥崎　隼翔 ﾀｻｷ　ﾊﾔﾄ 栃⽊県 ⼭ちゃんず 116 藤⽥　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 茨城県



117 新井　健太 ｱﾗｲ　ｹﾝﾀ 群⾺県 GRBC 168 清⽔　寛岳 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛﾀｹ 東京都

118 篠原　輝 ｼﾉﾊﾗ　ﾋｶﾙ 栃⽊県 169 星野　秀太 ﾎｼﾉ　ｼｭｳﾀ 東京都 club ろーたす

119 湯本　拓弥 ﾕﾓﾄ　ﾀｸﾔ 栃⽊県 170 ⼭崎　響平 ﾔﾏｻﾞｷ　ｷｮｳﾍｲ 埼⽟県 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ

120 ⾼橋　翔太 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳﾀ 栃⽊県 171 ⼭之内　良平 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾘｮｳﾍｲ 東京都 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

121 平形　洋⽣ ﾋﾗｶﾀ　ﾋﾛｷ 千葉県 ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 172 榊原　雅史 ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾏｻｼ 茨城県 村⽥槐（単）

122 ⼩松本　純⼀ ｺﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊県 Family 173 秋⼭　亮⼀ ｱｷﾔﾏ　ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県

123 浜野　翔平 ﾊﾏﾉ　ｼｮｳﾍｲ 栃⽊県 174 舘　和希 ﾔｶﾀ　ｶｽﾞｷ 宮城県

124 ⽯井　慎太郎 ｲｼｲ　ｼﾝﾀﾛｳ 埼⽟県 ｲｷﾘﾄﾚｰｼﾝｸﾞ 175 ⾹⼭　⻯雅 ｺｳﾔﾏ　ﾘｭｳｶﾞ 埼⽟県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

125 加野　徹 ｶﾉ　ﾄｵﾙ 埼⽟県 176 ⿃海　政⼈ ﾄﾘｳﾐ　ﾏｻﾄ 東京都 CYCLO CLUB

126 内堀　康太 ｳﾁﾎﾞﾘ　ｺｳﾀ 千葉県 177 太⽥　勝也 ｵｵﾀ　ｶﾂﾔ ⼭形県

127 都丸　涼太 ﾄﾏﾙ　ﾘｮｳﾀ 群⾺県 cow群⾺ 178 加藤　優貴 ｶﾄｳ　ﾋﾛﾀｶ 栃⽊県

128 佐々⽊　広清 ｻｻｷ　ﾋﾛｷ 宮城県 179 岡嶌　燎平 ｵｶｼﾞﾏ　ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 CUCC

129 ⽵内　昌憲 ﾀｹｳﾁ　ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 TrailBlazer 180 富永　隆平 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

130 那須　崇弘 ﾅｽ　ﾀｶﾋﾛ 栃⽊県 HUNTER 181 加藤　秀幸 ｶﾄｳ　ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 笹原ｻｲｸﾙ

131 ⼾嶋　祥吾 ﾄｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟県 RAD fahren 182 佐藤　健雄 ｻﾄｳ　ﾀｹｵ 神奈川県

132 ⼟屋　友輝 ﾂﾁﾔ　ﾄﾓｷ 埼⽟県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 183 君嶋 伯彦 ｷﾐｼﾞﾏ  ﾀｹﾋｺ 茨城県 Team ヴェレール with EXLUB

134 井浦　優太朗 ｲｳﾗ　ﾕｳﾀﾛｳ 埼⽟県 てくてく

135 位下　⼤起 ｲｹﾞ ﾀﾞｲｷ 埼⽟県 CLUBろｰたす 男⼦C（30歳〜34歳） 43名

136 ⽯野　勇⼀ ｲｼﾉ　ﾕｳｲﾁ 茨城県 Paddy Hitachinaka No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

137 岡野　広樹 ｵｶﾉ　ﾋﾛｷ 宮城県 Crucible仙台 201 丹野　明智 ﾀﾝﾉ ｱｷﾄﾓ 栃⽊県 ｸﾗﾌﾞﾛｰﾄﾞﾛ

138 榎本　恵多 ｴﾉﾓﾄ　ｹｲﾀ 東京都 202 ⼾⽥　健⼀ ﾄﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ ⻑野県 SRK

139 伊藤　侑也 ｲﾄｳ　ﾕｳﾔ 東京都 構造計画研究所 203 ⼤島　惇⾄ ｵｵｼﾏ　ｵｵｼﾏ 東京都 HIRAKO.mode

140 澤⽥　稔 ｻﾜﾀﾞ　ﾐﾉﾙ 埼⽟県 CLUBろｰたす 204 江藤　哲明 ｴﾄｳ　ﾃﾂｱｷ 東京都 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ

141 斎藤　拓歩 ｻｲﾄｳ　ﾀｸﾎ 福島県 205 神代　秀彬 ｶｼﾛ　ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県

142 梶島　侑⾺ ｶｼﾞｼﾏ　ﾕｳﾏ 宮城県 crucible仙台 206 ⽩岩　利映 ｼﾗｲﾜ　ﾄｼｱｷ 静岡県 野⽑⼭ｴｸｽﾌﾟﾚｽ

143 ⼩畑　⼣輝 ｺﾊﾞﾀｹ　ﾕｳｷ 埼⽟県 焼⾁ﾌｧｲﾔｰｽﾞ 207 ⽩坂　僚 ｼﾗｻｶ　ﾘｮｳ 神奈川県 野⽑⼭ｴｸｽﾌﾟﾚｽ

144 倉賀野　太⼀ ｸﾗｶﾞﾉ　ﾀｲﾁ 千葉県 208 相吉澤　佑輔 ｱｲﾖｼｻﾞﾜ　ﾕｳｽｹ 栃⽊県 ⼤⽇本ﾊﾟｯｸｽ

145 野⼝　隼⼈ ﾉｸﾞﾁ　ﾊﾔﾄ 茨城県 FEEC 209 ⽴⼭　宏⼀ ﾀﾃﾔﾏ　ｺｳｲﾁ 栃⽊県 CLUBろｰたす

146 ⼭⼝　智之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 PaddyHitachinaka 210 ⽇⽐　⿓⼆ ﾋﾋﾞ　ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県

147 三⽥　千寛 ﾐﾀ　ﾁﾋﾛ 群⾺県 ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ 211 橋本　元気 ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 栃⽊県

148 ⾦井　勇樹 ｶﾅｲ　ﾕｳｷ 千葉県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 212 奥野　洵 ｵｸﾉ　ｼﾞｭﾝ 群⾺県

149 笹渕　俊哉 ｻｻﾌﾞﾁ　ｼｭﾝﾔ 千葉県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 213 ⼤坪　諭史 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 ﾏﾀｷﾞ夫婦

150 鈴⽊　翔太郎 ｽｽﾞｷ　ｼｮｳﾀﾛｳ 埼⽟県 555ｻｰｸﾙ 214 堀沢　光幸 ﾎﾘｻﾜ ﾐﾂﾕｷ ⼭形県

151 鍜治ヶ澤　光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ　ﾐﾂﾉﾘ 群⾺県 215 吉江　俊⼀ ﾖｼｴ　ｼｭﾝｲﾁ 東京都

152 ⾕⽥⾙　将弥 ﾔﾀｶﾞｲ　ﾏｻﾋﾛ 栃⽊県 どらどらﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 216 字引　佑麿 ｼﾞﾋﾞｷ　ﾕｳﾏ 東京都 TAS CYCLE

153 眞杉　匠ﾏｽｷﾞ ﾏｽｷﾞ　ﾀｸﾐ 栃⽊県 どらどらﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 217 齋藤　克哉 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 福島県 ﾋﾟｱﾁｪｰﾚKR

154 本間　⼤樹 ﾎﾝﾏ　ﾀｲｼﾞｭ 東京都 218 ⽮島　真吾 ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 埼⽟県 あらかわＺｏｏＲａｃｉｎｇ

155 秋本　耀太郎 ｱｷﾓﾄ　ﾖｳﾀﾛｳ 栃⽊県 どらどらﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 219 ⼩笠原　悠介 ｵｶﾞｻﾜﾗ　ﾕｳｽｹ 茨城県

156 三橋　⼤治郎 ﾐﾂﾊｼ　ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京都 MIVRO 220 根本　和典 ﾈﾓﾄ　ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県

157 中津川　雄平 ﾅｶﾂｶﾞﾜ　ﾕｳﾍｲ 栃⽊県 Honda栃⽊ 221 晒名　陽介 ｻﾗｼﾅ　ﾖｳｽｹ 宮城県

158 桑原　渉 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾜﾀﾙ 千葉県 223 ⽥部井　秀樹 ﾀﾍﾞｲ　ﾋﾃﾞｷ 群⾺県

159 ⽥澤　⼤和 ﾀｻﾞﾜ　ﾋﾛｶｽﾞ ⻑野県 SUCC OB会 224 嶋村　健太郎 ｼﾏﾑﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 TREK Bicycle 新潟

160 菊地　喜久 ｷｸﾁ　ﾖｼﾋｻ 神奈川県 225 ⻄澤　直紀 ﾆｼｻﾞﾜ　ﾅｵｷ ⻑野県

161 坪⾕　⼤輝 ﾂﾎﾞﾀﾆ　ﾀﾞｲｷ 千葉県 千葉⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 226 桑原　朋也 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾄﾓﾔ 埼⽟県

162 牧　芳和 ﾏｷ　ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 227 中嶋　圭太郎 ﾅｶｼﾏ　ｹｲﾀﾛｳ 埼⽟県 Rad fahren

163 松原　宏次 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｺｳｼﾞ 埼⽟県 228 加藤　友泰 ｶﾄｳ　ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 ｱﾏﾃﾗﾑｽ⼟曜ぽた

164 ⼩林　明博 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｷﾋﾛ 神奈川県 Crucible仙台 229 泉　敬介 ｲｽﾞﾐ　ｹｲｽｹ 埼⽟県

165 三⽥　千⾥ ﾐﾀ　ｾﾝﾘ 神奈川県 230 ⽩熊　勇祐 ｼﾗｸﾏ　ﾕｳｽｹ 千葉県

166 ⼩林　崇宏 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾋﾛ 栃⽊県 231 菊地　紀宏 ｷｸﾁ　ﾉﾘﾋﾛ 茨城県 Paddy HITACHINAKA

167 佐藤　渉 ｻﾄｳ　ﾜﾀﾙ 宮城県



232 杉浦　亮介 ｽｷﾞｳﾗ　ﾘｮｳｽｹ 東京都 295 ⽟⾍　清孝 ﾀﾏﾑｼ ｷﾖﾀｶ 東京都 EARLYMARCH

233 関根　貴之 ｾｷﾈ　ﾀｶﾕｷ 栃⽊県 296 幕⽥　亮 ﾏｸﾀ　ﾘｮｳ 東京都 TEAM WANGUN かわうそ⽀部

234 百刈　⼤和 ﾋｬｸｶﾘ　ﾋﾛﾄ 千葉県 297 椎名　俊介 ｼｲﾅ　ｼｭﾝｽｹ 茨城県

235 佐藤　道夫 ｻﾄｳ ﾐﾁｵ 神奈川県 ﾁｰﾑ時速300km 298 ⼤曽根　俊樹 ｵｵｿﾈ　ﾄｼｷ ⻑野県

236 先崎　薫 ｾﾝｻﾞｷ　ｶｵﾙ 埼⽟県 KLT 299 ⼭本　真也 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾝﾔ 群⾺県 TRC Pamanareds

237 柳澤　周作 ﾔｷﾞｻﾜ　ｼｭｳｻｸ 東京都 300 ⻄村　信⼀ ﾆｼﾑﾗ　ｼﾝｲﾁ 東京都

238 公⽂　拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ 東京都 301 ⽟⽥　俊典 ﾀﾏﾀﾞ　ﾄｼﾉﾘ 茨城県

239 島崎　稔史 ｼﾏｻｷ　ﾄｼﾌﾐ 東京都 ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 302 ⻘⼭　博⼀ ｱｵﾔﾏ　ﾋﾛｼ 千葉県 ﾁｰﾑ時速300km

240 佐藤　太材 ｻﾄｳ　ﾀｲｷ 埼⽟県 303 國川　浩道 ｸﾆｶﾜ　ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 ﾁｰﾑ時速300ｋｍ

241 ⼤澤　康⽣ ｵｵｻﾜ　ﾔｽｵ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部ALLEGRO 304 藤本　貴史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 千葉県

242 井上　俊之介 ｲﾉｳｴ　ｼｭﾝﾉｽｹ 東京都 BBB 305 ⾦⼦　健未 ｶﾈｺ　ﾀｹﾐ 千葉県

243 ⾼野　夏樹 ﾀｶﾉ　ﾅﾂｷ 群⾺県 306 内藤　⼤輔 ﾅｲﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟県 ﾚｻﾞﾝ⾃転⾞部

244 ⽥中　宏樹 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ 神奈川県 307 古⼭　哲央 ﾌﾙﾔﾏ　ﾃﾂｵ 茨城県 村⽥魁（単）

308 東原　研⼆ ﾄｳﾊﾗ　ｹﾝｼﾞ 東京都

男⼦D（35歳〜39歳） 60名 309 鈴⽊　豪 ｽｽﾞｷ　ｺﾞｳ 東京都

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 310 ⾼　⽇亮 ｺｳ ﾆﾁﾘｮｳ 東京都 ACQUA TAMA

261 鈴島　俊彦 ｽｽﾞｼﾏ　ﾄｼﾋｺ 栃⽊県 311 佐藤　史明 ｻﾄｳ　ﾌﾐｱｷ 埼⽟県 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ

262 坂井　勝利 ｻｶｲ　ﾏｻﾄｼ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部GRBO 312 奥中　達哉 ｵｸﾅｶ ﾀﾂﾔ 栃⽊県 Honda栃⽊

263 ⼩⽤　祐平 ｺﾖｳ　ﾕｳﾍｲ 埼⽟県 建築系⾃転⾞部 313 ⽯塚　宣彦 ｲｼﾂｶ　ﾉﾘﾋｺ 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞつくば

264 飯野　則幸 ｲｲﾉ　ﾉﾘﾕｷ 栃⽊県 314 薄葉　幸⼆ ｳｽﾊ　ｺｳｼﾞ 福島県

265 ⼤⾕　徳宏 ｵｵﾀﾆ　ﾉﾘﾋﾛ 栃⽊県 315 ⽇下部　智史 ｸｻｶﾍﾞ　ｻﾄｼ ⼭形県

266 ⼩野寺　悠 ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾕｳ ⼭形県 ゆずあさ 316 ⿊澤　章 ｸﾛｻﾜ　ｱｷﾗ 群⾺県

267 岡部　朋晶 ｵｶﾍﾞ　ﾄﾓｱｷ 埼⽟県 野⽑⼭ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 317 ⼩⽥　能史 ｵﾀﾞ　ﾖｼﾌﾐ 茨城県 Paddy HITACHINAKA

268 圓⼭　浩晃 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 新潟県 F(t)麒麟⼭Racing 318 ⿑藤　修太 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾀ 茨城県 ﾒｲﾄﾞさん学科⾃転⾞部

269 ⽮野　隆三 ﾔﾉ　ﾀｶﾐﾂ 千葉県 MFDRT 319 ⿊須　翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟県

270 飯島　祐史 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 埼⽟県 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞʼ90 320 宮本 英明 ﾐﾔﾓﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

271 ⻲井　康平 ｶﾒｲ ｺｳﾍｲ 栃⽊県

272 星野　由路 ﾎｼﾉ　ﾕｳｼﾞ 群⾺県 ﾁｰﾑ ﾊﾙﾋﾙ 男⼦E（40歳〜44歳） 85名

273 ⾅井　⼀雅 ｳｽｲ　ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊県 Honda栃⽊DVT No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

274 ⻘⽊　⼤輔 ｱｵｷ　ﾀﾞｲｽｹ 東京都 331 松本　裕 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 埼⽟県

275 菅⾕　純⼀ ｽｶﾞﾔ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊県 ﾁｰﾑｽｶｲﾍﾞﾘｰ 332 ⽥崎　昭⼀ ﾀｻｷ　ｼｮｳｲﾁ 栃⽊県 Divertire

276 福⽥　幸徳 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 栃⽊県 333 杉⼭　吉信 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都

277 ⼩野沢　達 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 群⾺県 ⽔瀬ｸﾞﾙｰﾌﾟ 334 上野　貴彦 ｳｴﾉ　ﾀｶﾋｺ 栃⽊県

278 嶋崎　⼤ ｼﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲ 東京都 BikePort Racing 335 ⾼瀬　雅和 ﾀｶｾ ﾏｻｶｽﾞ 埼⽟県 CLUBろｰたす

279 本多　重⾏ ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 栃⽊県 ﾁｭｰﾘﾝｸﾞましこ 336 間宮　⼀隆 ﾏﾐﾔ ｶｽﾞﾀｶ 福島県 ﾗﾊﾞﾈﾛ

280 猶原　聡 ﾅｵﾊﾗ　ｻﾄｼ 千葉県 ⽵芝ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 337 渡邊　和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾋｺ 茨城県

281 松原　武彦 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 Bianchi Bike Store 338 ⽯井　稔 ｲｼｲ　ﾐﾉﾙ 千葉県 MFDRT

282 葛⽣　寛征 ｸｽﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊県 Spirytus@KUT OB 339 椙⽥　浩之 ｽｷﾞﾀ　ﾋﾛﾕｷ 埼⽟県 ⼤福屋

283 ⽵森　誠 ﾀｹﾓﾘ　ﾏｺﾄ 茨城県 340 阿川　⼤輔 ｱｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

284 佐藤　友重 ｻﾄｳ　ﾄﾓｼｹﾞ 栃⽊県 341 ⽶⼝　正敏 ﾖﾈｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 神奈川県

285 鈴⽊　雅典 ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾉﾘ 栃⽊県 Spokes Cycle Garage 342 久野　⿓男 ﾋｻﾉ　ﾀﾂｵ 福島県

286 関　淳 ｾｷ　ｱﾂｼ 栃⽊県 ﾁｰﾑとの 343 冨⽥　⼤輔 ﾄﾐﾀ　ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟県

287 緒⽅　稔 ｵｶﾞﾀ　ﾐﾉﾙ 宮城県 nacree 344 笠井　正教 ｶｻｲ　ﾏｻﾉﾘ 茨城県

288 緒⽅　健太 ｵｶﾞﾀ　ｹﾝﾀ 東京都 345 ⿊崎　敏史 ｸﾛｻｷ　ﾄｼﾌﾐ 群⾺県

289 飯島　進⼀ ｲｲｼﾞﾏ　ｼﾝｲﾁ 栃⽊県 346 佐久間　毅 ｻｸﾏ　ﾂﾖｼ 千葉県 Blanche

290 牧野　孝展 ﾏｷﾉ　ﾀｶﾉﾌﾞ 新潟県 ｹﾆｰｽﾞ 347 房野　友樹 ﾌｻﾉ ﾄﾓｷ 神奈川県

291 柏⽊　考介 ｶｼﾜｷﾞ　ｺｳｽｹ 宮城県 KK CYCLE 348 ⼭⽥　聖之 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ 栃⽊県

292 福地　翔介 ﾌｸﾁ　ﾖｳｽｹ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部GRBO 349 ⽑呂　隆之 ﾓﾛ ﾀｶﾕｷ 埼⽟県

293 松⽊　匡宏 ﾏﾂｷ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 350 萩原　武 ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ 東京都 TEAM EAU ROUGE

294 飯泉　健史 ｲｲｽﾞﾐ　ｹﾝｼﾞ 茨城県 351 下⼭　征⼈ ｼﾓﾔﾏ ﾏｻﾄ 東京都 TEAM EAU ROUGE



352 粕⾕　昌良 ｶｽﾔ　ﾏｻﾖｼ 東京都 402 伊藤　⼀徳 ｲﾄｳ　ｶｽﾞﾉﾘ 栃⽊県 Honda栃⽊

353 ⿊沢　雅志 ｸﾛｻﾜ　ﾏｻｼ 茨城県 403 ⼋重澤　明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉県 ⾁B会

354 間野　秀明 ﾏﾉ　ﾋﾃﾞｱｷ 埼⽟県 奥武蔵⾃転⾞RS 404 平沼　和明 ﾋﾗﾇﾏ　ｶｽﾞｱｷ 埼⽟県 ﾁｰﾑ　ﾗﾊﾞﾈﾛ

355 柿沼　仁 ｶｷﾇﾏ　ｼﾞﾝ 栃⽊県 405 細⽥　素弘 ﾎｿﾀﾞ　ﾓﾄﾋﾛ 東京都 Gargamel Moxxx

356 ⼤関　彰 ｵｵｾﾞｷ　ｱｷﾗ 栃⽊県 406 富⽥　和義 ﾄﾐﾀ　ｶｽﾞﾖｼ 埼⽟県

357 阿部　貴史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 群⾺県 ﾁｰﾑBSN 407 池浦　浩彦 ｲｹｳﾗ ﾋﾛﾋｺ ⻑野県 ｸﾞﾗﾝﾍﾟｰﾙｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ

358 苅部　祐介 ｶﾙﾍﾞ　ﾕｳｽｹ 茨城県 ｳﾞｪﾚｰﾙ 408 ⽯⽥　修⼀ ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 PARADISE PEDAL

359 栗⽥　広樹 ｸﾘﾀ　ﾋﾛｷ 茨城県 409 左近⽥　崇仁 ｻｺﾝﾀﾞ　ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 SBC⼾塚

360 ⽥中　陽⼀郎 ﾀﾅｶ　ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 SBC横浜⼾塚 410 ⽥崎　克 ﾀｻｷ　ﾏｻﾙ 神奈川県

361 橋場　正 ﾊｼﾊﾞ　ﾀﾀﾞｼ 群⾺県 411 倉本　滋 ｸﾗﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ 千葉県

362 佐藤　俊介 ｻﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ 東京都 412 加藤　光雄 ｶﾄｳ　ﾐﾂｵ 埼⽟県 La  Speranza

363 ⼩澤　康⼈ ｵｻﾞﾜ　ﾔｽﾋﾄ 栃⽊県 Honda栃⽊ 413 稲村　英則 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼⽟県

364 ⽊村　公⼈ ｷﾑﾗ　ｷﾐﾋﾄ 群⾺県 ｳﾏｼｶ珍⾛團 414 菅原　貴英 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ 群⾺県

365 横⼭　⼤輔 ﾖｺﾔﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 415 鈴⽊ 悟 ｽｽﾞｷ  ｻﾄﾙ 茨城県

366 市川　明 ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ 茨城県 TEAM NOW

367 原⽥　充浩 ﾊﾗﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 東京都 N&A Jog & Bike Club 男⼦F（45歳〜49歳） 101名

368 佐藤　寿典 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 福島県 ⼤福屋 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

369 布施　繁樹 ﾌｾ　ｼｹﾞｷ 埼⽟県 cafe winterlandの常連 431 児⽟　淳治 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 Le Poisson Rouge

370 吉村　健央 ﾖｼﾑﾗ　ﾀｹｵ 神奈川県 432 緒⽅　茂彰 ｵｶﾞﾀ　ｼｹﾞｱｷ 東京都 Viaggio Cycling Club

371 加藤　聡 ｶﾄｳ　ｻﾄｼ 福島県 Ｔｏｐ Ｓｐｅｅｄ 433 三川　満張 ﾐｶﾜ　ﾐﾂﾊﾙ 埼⽟県 ⼤福屋

372 江袋　智彦 ｴﾌﾞｸﾛ　ﾄﾓﾋｺ 茨城県 GROWING CC 434 ⼤嶋　利光 ｵｵｼﾏ　ﾄｼﾐﾂ 茨城県

373 ⾹⽴　武⼠ ｺｳﾀﾃ　ﾀｹｼ 埼⽟県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 435 中村　裕美 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛﾐ 栃⽊県

374 ⻑岡　⾼志 ﾅｶﾞｵｶ　ﾀｶｼ 群⾺県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 436 ⽮島　⻯⼀ ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ 埼⽟県 ⼩江⼾sotto

375 ⼩川　俊介 ｵｶﾞﾜ　ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 Cyclo Club 437 原　智⼠ ﾊﾗ　ﾄﾓﾋﾄ 栃⽊県 Divertire

376 上原　伸夫 ｳｴﾊﾗ　ﾉﾌﾞｵ 宮城県 438 ⽮島　義将 ﾔｼﾞﾏ　ﾖｼﾏｻ 埼⽟県 CLUBろｰたす

377 川上　康弘 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 埼⽟県 439 藤井　良治 ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｼﾞ 東京都 CLUBろｰたす

378 関⼝　究 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾜﾑ 茨城県 OTR 440 千葉　聡 ﾁﾊﾞ　ｻﾄｼ 福島県

379 飯島　康友 ｲｲｼﾞﾏ　ﾔｽﾄﾓ 栃⽊県 Honda栃⽊ 441 渡邉　俊彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾄｼﾋｺ 栃⽊県 ﾁｰﾑとの

380 菱沼　賢司 ﾋｼﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 TEAM NOW 442 平井　光徳 ﾋﾗｲ　ﾐﾂﾉﾘ 埼⽟県

381 濱⽥　修幸 ﾊﾏﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ 埼⽟県 Team Wangun 443 五⼗嵐　英幸 ｲｶﾞﾗｼ　ﾋﾃﾞﾕｷ 埼⽟県

382 清⽔　邦明 ｼﾐｽﾞ　ｸﾆｱｷ 東京都 444 ⼩林　宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊県 Honda栃⽊

383 渡邉　聴 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｷﾗ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽ 445 ⽮野　勝久 ﾔﾉ　ｶﾂﾋｻ 千葉県

384 杉⼭　⻯ ｽｷﾞﾔﾏ　ﾄｵﾙ 新潟県 ｹﾆｰｽﾞ 446 齋藤　義隆 ｻｲﾄｳ　ﾖｼﾀｶ 茨城県 ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ

385 ⾦澤　賢 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾏｻﾙ 群⾺県 群⾺ＶＷｱﾀｯｸ 447 ⾕⼝　圭⼆ ﾀﾆｸﾞﾁ　ｹｲｼﾞ 埼⽟県 CLUBろｰたす

386 ⽯塚　将⼈ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸ｶﾚｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 448 阿部　⽂彦 ｱﾍﾞ　ﾌﾐﾋｺ 東京都

387 太⽥　好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 東京都 MIVRO/⼟曜ﾎﾟﾀ 449 三雲　光昭 ﾐｸﾓ　ﾐﾂｱｷ 群⾺県

388 箕浦　良治 ﾐﾉｳﾗ ﾖｼﾊﾙ 新潟県 ﾁｰﾑｸｿﾑｼ 450 ⼩池　晃洋 ｺｲｹ ｱｷﾋﾛ 栃⽊県

389 坂本　博史 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 埼⽟県 451 塚越　雅之 ﾂｶｺﾞｼ ﾏｻﾕｷ 群⾺県 @tack

390 ⾈橋　潤 ﾌﾅﾊｼ　ｼﾞｭﾝ 神奈川県 チーム時速300km 452 岩⾕　経明 ｲﾜﾔ　ﾂﾈｱｷ 茨城県

391 新瀉　友之 ﾆｲｶﾞﾀ　ﾄﾓﾕｷ 茨城県 453 秋⼭　貴之 ｱｷﾔﾏ　ﾀｶﾕｷ 千葉県 北⽅⼗字路団

392 ⾼橋　宏次 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛﾂｸﾞ 栃⽊県 454 後藤　聡 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ 愛知県 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ愛知⽀部

393 加藤　伸 ｶﾄｳ ｼﾝ 群⾺県 ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ 455 遠藤　克彦 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｺ ⼤阪府 ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾛｱ

394 佐々⽊　裕 ｻｻｷ　ﾋﾛｼ 神奈川県 456 ⼩林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｺﾄ 埼⽟県

395 外垣　⻯樹 ｿﾄｶﾞｷ ﾘｭｳｷ 埼⽟県 ﾜﾝﾄｩﾘｰ･ｵｰﾙ 457 ⽮野　豊 ﾔﾉ　ﾕﾀｶ 埼⽟県 ZERO to TOP

396 宇佐美　隆広 ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 群⾺県 ⾼崎ﾅｯｶﾗｰﾉﾚｰｼﾝｸﾞ 458 ⼩野　岩夫 ｵﾉ ｲﾜｵ 福島県

397 ⼤⾕　⼀ ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 459 鶴⽥　和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県

398 栗城　⼀弘 ｸﾘｷ ｶｽﾞﾋﾛ 群⾺県 460 芳賀　豊 ﾊｶﾞ　ﾕﾀｶ 宮城県 MFG

399 ⾼橋　誠 ﾀｶﾊｼ　ﾏｺﾄ 群⾺県 VW前橋･桐⽣ｱﾀｯｸ 461 礒　暢秋 ｲｿ　ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 Bike port 

400 酒井　寛幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 IME Racing 462 綿引　英治 ﾜﾀﾋｷ ｴｲｼﾞ 茨城県 ﾊﾞｲｼｸﾙﾊﾟｰｸO2

401 吉澤　千知 ﾖｼｻﾞﾜ　ｶｽﾞﾄﾓ 栃⽊県 463 江川　智裕 ｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 ⻘い疾⾵fromﾛｼｱ



464 桑垣　善信 ｸﾜｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 LRC 514 ⾜⽴　⻯治 ｱﾀﾞﾁ　ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県

465 市川　雄⼀ ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 埼⽟県 515 潮⽥　律広 ｳｼｵﾀﾞ　ﾉﾘﾋﾛ 茨城県

466 ⾕脇　正⼀ ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ 516 ⾼井　良輔 ﾀｶｲ　ﾘｮｳｽｹ 東京都

467 ⻄⽥　正⾏ ﾆｼﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ 東京都 517 ⾨奈　芳⽣ ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼⽟県 cicli HIDE

468 清⽔　雅⼈ ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 埼⽟県 518 益⼦　英樹 ﾏｼｺ　ﾋﾃﾞｷ 茨城県

469 ⼟⽥　義勝 ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 千葉県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 519 郡司　秀昭 ｸﾞﾝｼﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県

470 五味　敏明 ｺﾞﾐ ﾄｼｱｷ ⻑野県 SRK 520 島　昌平 ｼﾏ　ﾏｻﾋﾗ 茨城県 ｸﾞﾘｰﾝ

471 ⼩⿊　隆⾏ ｵｸﾞﾛ　ﾀｶﾕｷ 埼⽟県 CLUBろｰたす 521 ⾢中　⼒ ﾑﾗﾅｶ　ﾂﾄﾑ 群⾺県 COWGUMMA

472 ⼤島　努 ｵｵｼﾏ　ﾂﾄﾑ 栃⽊県 nogi cycle racing team 522 ⼩⼭　圭⼀ ｺﾔﾏ　ｹｲｲﾁ 群⾺県

473 新井　誠実 ｱﾗｲ　ﾏｻﾐ 群⾺県 523 髙橋　総司 ﾀｶﾊｼ　ｿｳｼ 栃⽊県 群⾺VWｱﾀｯｸ

474 佐藤　義明 ｻﾄｳ　 ﾖｼｱｷ 神奈川県 524 中村　直継 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾂｸﾞ 千葉県 ﾁｰﾑ時速300km

475 今井　直也 ｲﾏｲ　ﾅｵﾔ 東京都 YAGI-TAI? 525 川上　徹造 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｿﾞｳ 神奈川県 BeX ISOYA

476 橋本　明彦 ﾊｼﾓﾄ　ｱｷﾋｺ 福島県 526 樗澤　剛 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ　ﾂﾖｼ 東京都

477 真下　⽂昭 ﾏｼﾓ　ﾌﾐｱｷ 埼⽟県 527 ⼭⼝ 徹也 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾃﾂﾔ 群⾺県 BSN

478 野⼝　隆史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 東京都 528 濁沼 貴志 ﾆｺﾞﾘﾇﾏ  ﾀｶｼ 神奈川県

479 川⽥　光⼀ ｶﾜﾀ　ｺｳｲﾁ 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ 529 新井   和則 ｱﾗｲ  ｶｽﾞﾉﾘ 埼⽟県

480 相原　良⼀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 530 杉⼭ ⽂雄 ｽｷﾞﾔﾏ  ﾌﾐｵ 千葉県

481 佐藤　裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 埼⽟県 531 ⼿崎 修 ﾃｻﾞｷ  ｵｻﾑ 茨城県

482 栖原　紀夫 ｽﾊﾗ ﾉﾘｵ 東京都

483 平尾　覚 ﾋﾗｵ　ｶｸ 東京都 男⼦G（50歳以上） ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 128名

484 寺⼭　久 ﾃﾗﾔﾏ ﾋｻｼ 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

485 轟　和弘 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾋﾛ 栃⽊県 轟隊 551 松村　悟 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 東京都 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ

486 柴　武史 ｼﾊﾞ ﾀｹｼ 茨城県 おおえだRT 552 福司　譲 ﾌｸｼ　ﾕｽﾞﾙ 茨城県

487 ⼤塚　慎⼀ ｵｵﾂｶ　ｼﾝｲﾁ 茨城県 RIDE  Freaks 553 ⾦⼦　和幸 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 群⾺県 はばたく会

488 近藤　浩司 ｺﾝﾄﾞｳ　ｺｳｼﾞ 群⾺県 ﾁｰﾑﾊﾙﾋﾙ 554 濱野　貞義 ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ 埼⽟県 ⼤福屋

489 清⽔　⼀⼈ ｼﾐｽﾞ　ｶｽﾞﾋﾄ 群⾺県 555 松本　成輔 ﾏﾂﾓﾄ　ｾｲｽｹ ⼭梨県

490 磯部　裕⼆ ｲｿﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ 埼⽟県 KLT 556 ⼾辺　徹 ﾄﾍﾞ　ﾄｵﾙ 東京都

491 野澤　平和 ﾉｻﾞﾜ　ﾍｲﾜ 神奈川県 ちばｻｲｸﾙ 557 ⽚⼭　進平 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都

492 栗原　博 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 埼⽟県 558 堀江　⼤造 ﾎﾘｴ　ﾀﾞｲｿﾞｳ 東京都

493 ⾺場　正基 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 群⾺県 559 ⾼林　雄 ﾀｶﾊﾞﾔｼ　ﾀｹｼ 宮城県

494 阿部   耕⼀ ｱﾍﾞｺｳｲﾁ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX 560 上⽥　浩史 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾌﾐ 栃⽊県

495 ⼭根　啓 ﾔﾏﾈ　ｻﾄｼ 神奈川県 561 渡辺　泰雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾔｽｵ 群⾺県 あんずﾍﾟﾀﾞﾙ

496 ⼩野崎　純平 ｵﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 栃⽊県 ﾁｰﾑおのじゅん｡ 562 塚越　秀之 ﾂｶｺﾞｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 群⾺県 ﾊﾙﾋﾙｵﾔｼﾞ隊

497 齋藤　多嘉志 ｻｲﾄｳ　ﾀｶｼ 神奈川県 SBC Vertex Racing Team 563 菅⾕　修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

498 友⽥　博和 ﾄﾓﾀﾞ　ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 ｸﾗﾌﾞ ﾛｰﾄﾞﾛ 564 ⼭森　⼀幸 ﾔﾏﾓﾘ　ｶｽﾞﾕｷ 埼⽟県 CLUBろｰたす

499 ⼩松　幸⼀ ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ 東京都 565 尾故島　彰⼀ ｵｺｼﾞﾏ　ｼｮｳｲﾁ 茨城県 A-one

500 原　雅樹 ﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都 #1-PRIMERA- 566 仁平　敏秀 ﾆﾋﾗ　ﾄｼﾋﾃﾞ 埼⽟県 ろｰたす

501 ⽻⽣　哲裕 ﾊﾆｭｳ ﾃﾂﾋﾛ 群⾺県 ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ前橋天川･桐⽣/ｱﾀｯｸ 567 今井　英策 ｲﾏｲ ｴｲｻｸ 群⾺県 ﾊﾙﾋﾙｵﾔｼﾞ隊

502 東　智道 ﾋｶﾞｼ　ﾄﾓﾐﾁ 東京都 team ESTA 568 宮原　啓輔 ﾐﾔﾊﾗ　ｹｲｽｹ 栃⽊県 Honda栃⽊

503 ⼩岸　直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 ﾁｰﾑｵｰﾍﾞｽﾄ 569 加藤　幸彦 ｶﾄｳ ﾕｷﾋｺ 埼⽟県 club ﾛｰﾀｽ

504 対⾺　忠雅 ﾂｼﾏ ﾀﾀﾞﾏｻ 埼⽟県 CKJ 570 服部　浩光 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾐﾂ 栃⽊県

505 福島　雄⼀ ﾌｸｼﾏ　ﾕｳｲﾁ 埼⽟県 yuichi japan 571 松崎　克⼰ ﾏﾂｻﾞｷ　ｶﾂﾐ 埼⽟県 有限会社 松崎製麺⼯場

506 福⽥　英樹 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 埼⽟県 572 内海　昭彦 ｳﾁｳﾐ　ｱｷﾋｺ 東京都

507 藤⽊　亮介 ﾌｼﾞｷ　ﾘｮｳｽｹ 埼⽟県 HSHK 573 神保　⼀憲 ｼﾞﾝﾎﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県

508 野瀬　尚史 ﾉｾ ﾅｵｼ 東京都 574 ⽥村　俊隆 ﾀﾑﾗ　ﾄｼﾀｶ 東京都

509 新井　道徳 ｱﾗｲ ﾐﾁﾉﾘ 群⾺県 ｵｯﾃｨﾓ 575 池⻲　英樹 ｲｹｶﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 TeamARI

510 溝越　茂 ﾐｿﾞｺｼ　ｼｹﾞﾙ 千葉県 576 ⼿塚　勉 ﾃﾂﾞｶ　ﾂﾄﾑ 栃⽊県 bevitre cycles team

511 雪野　真⼀ ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ 埼⽟県 ravin noire 577 ⼭下　直久 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾋｻ 埼⽟県 ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾛｱｰ

512 櫛⽥　哲 ｸｼﾀﾞ　ｻﾄﾙ 茨城県 ﾁｰﾑNOW 578 ⾚塚　宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都

513 細川　洋志 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊県 579 東城　康夫 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｵ 埼⽟県 ⼤福屋



580 藤原　将道 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 BFYｻｲｸﾘﾝｸﾞ 630 遠藤　久 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋｻｼ 茨城県

581 横井　利明 ﾖｺｲ ﾄｼｱｷ 愛知県 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ愛知⽀部 631 四⼗⼋願　勉 ﾖｲﾅﾗ　ﾂﾄﾑ 栃⽊県

582 ⼭倉　幹丈 ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞ 632 菊地　信政 ｷｸﾁ　ﾉﾌﾞﾏｻ 栃⽊県

583 熊倉　淳⼀ ｸﾏｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼⽟県 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ 633 須藤　あきら ｽﾄﾞｳ ｱｷﾗ 東京都

584 上⻄　和彦 ｼﾞｮｳﾆｼ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 634 村越　正義 ﾑﾗｺｼ　ﾏｻﾖｼ 新潟県

585 松村　整侍 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｼﾞ 埼⽟県 635 岡部　保 okabe　tamotu 福島県 NSKﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

586 南　敏広 ﾐﾅﾐ ﾄｼﾋﾛ 埼⽟県 636 根本　晴透 ﾈﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ 茨城県

587 中村　宗哲 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾃﾂ 東京都 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 637 ⽯川　昭彦 ｲｼｶﾜ ｱｷﾋｺ 茨城県 ぬくもり荘ﾁｬﾘ部

588 塩⽥　隆⼀ ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 ⽯油王 638 上野　夏樹 ｳｴﾉ　ﾅﾂｷ 茨城県

589 廣⽥　篤樹 ﾋﾛﾀ　ｱﾂｷ 東京都 639 森元　雅和 ﾓﾘﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ 埼⽟県 CLUBろｰたす

590 福島　充 ﾌｸｼﾏ　ﾐﾂﾙ 東京都 商船三井 640 柴⽥　敬 ｼﾊﾞﾀ　ｻﾄｼ 神奈川県

591 ⻑⽥　雅⾏ ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ⼭梨県 641 佐々⽊　久 ｻｻｷ　ﾋｻｼ 神奈川県 bikeport

592 吉⽥　俊之 ﾖｼﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ 茨城県 toRide 642 ⼆階堂　春美 ﾆｶｲﾄﾞｳ　ﾊﾙﾐ 福島県

593 綿貫　和志 ﾜﾀﾇｷ　ｶｽﾞｼ 埼⽟県 643 ⻫藤　哲裕 ｻｲﾄｳ　ﾃﾂﾋﾛ 群⾺県

594 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ　ｺｳﾀﾛｳ 栃⽊県 644 清河　達朗 ｷﾖｶﾜ　ﾀﾂﾛｳ 宮城県 TEAM⽩⽯城

595 ⼭⼝　春好 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾊﾙﾖｼ 群⾺県 645 森本　信⼀郎 ﾓﾘﾓﾄ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼⽟県 ENG Family

596 柴⽥　誠 ｼﾊﾞﾀ　ﾏｺﾄ 東京都 ⻘梅総合⾼校 646 平沢　道康 ﾋﾗｻﾜ ﾐﾁﾔｽ 千葉県

597 櫻井　勉 ｻｸﾗｲ　ﾂﾄﾑ 東京都 647 ⽇⽐野　洋克 ﾋﾋﾞﾉ ﾋﾛｶﾂ 東京都

598 ⼩林　⼀郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 栃⽊県 Honda栃⽊ 648 鷺⾕　茂 ｻｷﾞﾔ ｼｹﾞﾙ 茨城県 ﾁｰﾑﾆﾙｽ

599 松本　美智雄 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾁｵ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽｸﾗﾌﾞ 649 早⼾　順⼀ ﾊﾔﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼⽟県

600 宮⽥　敏明 ﾐﾔﾀ　ﾄｼｱｷ 茨城県 650 宮川　誠 ﾐﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県

601 ⼩森　雄⼆ ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 栃⽊県 651 柴⽥　⽇出男 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 栃⽊県

602 宮内　勝⼀ ﾐﾔｳﾁ ｶﾂｲﾁ 群⾺県 ＠tack 652 加藤　茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ 愛知県

603 ⼭⼝　暢隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ 栃⽊県 のぞみﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 653 近藤　信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 GOKISO

604 鈴⽊　久仁男 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 東京都 654 ⽥部井　浩 ﾀﾍﾞｲ ﾋﾛｼ 東京都

605 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 栃⽊県 360ﾚｰｼﾝｸﾞ 655 泉　昌宏 ｲｽﾞﾐ　ﾏｻﾋﾛ 栃⽊県 HONDA栃⽊

606 坂⽥　敏治 ｻｶﾀ ﾄｼﾊﾙ 栃⽊県 結城おやじの会 656 ⼭崎　忠彦 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都

607 友部　隆志 ﾄﾓﾍﾞ ﾀｶｼ 茨城県 笠間給⾷ｾﾝﾀｰ⾃転⾞部 657 梓澤　富⼠夫 ｱｽﾞｻﾜ ﾌｼﾞｵ 埼⽟県 ﾁｸﾘﾋﾃﾞ

608 ⽥⼝　暁 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 658 半澤　勝之 ﾊﾝｻﾞﾜ　ｶﾂﾕｷ 宮城県 KK CYCLE

609 宮川　正和 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 659 須⽥　知⾝ ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 群⾺県

610 瀬⽥　昌也 ｾﾀ　ﾏｻﾔ 栃⽊県 Honda栃⽊ 660 酒井　宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群⾺県 HARP.RC

611 松政　伸 ﾏﾂﾏｻ ｼﾝ 神奈川県 FARs YOKOHAMA 661 ⽥⼝　寿郎 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾛｳ ⻑野県

612 橋隅　和明 ﾊｼｽﾞﾐ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 662 松⾕　徹 ﾏﾂﾀﾆ ﾄｵﾙ 群⾺県 ﾁｰﾑ　ﾄﾞﾏﾃｽ

613 内野　卓也 ｳﾁﾉ　ﾀｸﾔ 茨城県 663 中島　⼀美 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 茨城県

614 渡辺　広 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛｼ 新潟県 ｹﾆｰｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 664 塚本　裕之 ﾂｶﾓﾄ　ﾋﾛﾕｷ 東京都

615 伊東　道夫 ｲﾄｳ ﾐﾁｵ 栃⽊県 665 ⼤⼭　直⼈ ｵｵﾔﾏ　ﾅｵﾄ 埼⽟県 ⼤⼭はつらいよ

616 ⼯藤　英彦 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 埼⽟県 TEAM AMiGos 666 ⼭浦　尚之 ﾔﾏｳﾗ ﾅｵﾕｷ 東京都 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ

617 佐藤　俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 福島県 TopSpeed 667 ⾒滝　守男 ﾐﾀｷ　ﾓﾘｵ 福島県

618 筧⽥　司 ﾄｲﾀﾞ　ﾂｶｻ 千葉県 668 林　富久嘉 ﾊﾔｼ ﾌｸﾖｼ 東京都

619 加野　⼀樹 ｶﾉ　ｶｽﾞｷ 新潟県 ｹﾆｰｽﾞ　ﾚｰｼﾝｸﾞ 669 須⽥　克⾝ ｽﾀﾞ　ｶﾂﾐ 群⾺県

620 塩⽥　正 ｼｵﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 群⾺県 ｼｬﾐ1000 670 倉⽥　喜代司 ｸﾗﾀ ｷﾖｼ 茨城県

621 ⼩暮　幸雄 ｺｸﾞﾚ　ﾕｷｵ 埼⽟県 SDJOちゃり部 671 海⽼原　⼀久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃⽊県 RIDE Freaks

622 安藤　雅敏 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾄｼ 栃⽊県 672 福嶋　聡 ﾌｸｼﾏ　ｻﾄﾙ 茨城県

623 野原　宏治 ﾉﾊﾗ　ｺｳｼﾞ 栃⽊県 TEAMSKYBERRY 673 柳澤　直樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾅｵｷ 茨城県 sweets.RDS

624 志村　⾏雄 ｼﾑﾗ　ﾕｷｵ 群⾺県 ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ 674 ⽮崎　潔 ﾔｻﾞｷ ｷﾖｼ 東京都

625 前⽥　淳⼀ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 SHOWA 675 ⾼橋　義政 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾏｻ 千葉県 Branche

626 東海林　正紀 ｼｮｳｼﾞ　ﾏｻｷ 秋⽥県 本荘ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 676 河嵜　直之 ｶﾜｻｷ  ﾅｵﾕｷ 千葉県 湾岸サイクリングユナイテッド

627 奥村　健 ｵｸﾑﾗ　ﾀｹｼ 埼⽟県 677 ⼩鮒 錠司 ｺﾌﾞﾅ  ｼﾞｮｳｼﾞ 埼⽟県

628 内川　健 ｳﾁｶﾜ　ﾀｹｼ 神奈川県 Collina Z 678 秋⼭   志津男 ｱｷﾔﾏ  ｼﾂﾞｵ 千葉県

629 仁平　尚昭 ﾆﾀﾞｲﾗ　ﾅｵｱｷ 栃⽊県 轟隊



レディース 42名 MTBクラス 6名

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

691 松本　恵 ﾏﾂﾓﾄ　ﾒｸﾞﾐ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部ＧＲＢＯ 751 ⽊下　真⼀郎 ｷﾉｼﾀ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 KSﾚｰｼﾝｸﾞ

692 圓⼭　優⼦ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｺ 新潟県 F(t)麒麟⼭Racing 752 藤原　俊博 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 おおえだRT

693 渡辺　真由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾕﾐ 栃⽊県 753 鈴⽊　拓実 ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾐ 茨城県 Lac

694 仁平　翔⼦ ﾆﾍｲ　ｼｮｳｺ 茨城県 754 ⽯原　秋彦 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ ⼭梨県 ﾁﾀﾝﾊﾞｲｸの男

695 ⽥中　庸⼦ ﾀﾅｶ　ﾉﾘｺ 栃⽊県 755 ⼤内　明寿 ｵｵｳﾁ　ｱｷﾄｼ 茨城県 WE LOVE O2

696 ⾼橋　⽂⼦ ﾀｶﾊｼ　ﾌﾐｺ 栃⽊県 756 益⼦　博⾏ ﾏｼｺ ﾋﾛﾕｷ 福島県 BBR

697 海⽼原　幸代 ｴﾋﾞﾊﾗ　ｻﾁﾖ 茨城県

698 新井　真⼼ ｱﾗｲ　ﾏﾐ 群⾺県 GRBO ビギナー 60名

699 ⼤坪　真⾥⼦ ｵｵﾂﾎﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 ﾏﾀｷﾞ夫婦 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

700 ⽊⼾　順⼦ ｷﾄﾞ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県 771 松澤　柊太郎 ﾏﾂｻﾞﾜ　ｼｭｳﾀﾛｳ 東京都 横浜薬科⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｻｰｸﾙ

701 ⽯井　美絵 ｲｼｲ ﾐｴ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞ 772 飯坂　隆弘 ｲｲｻﾞｶ　ﾀｶﾋﾛ 千葉県 MFDRT

702 武⽥　紗由⺒ ﾀｹﾀﾞ　ｻﾕﾐ 神奈川県 SBC横浜⼾塚 773 岩瀬　真⼀ ｲﾜｾ　ｼﾝｲﾁ 栃⽊県 Divertire

703 ⾼橋　瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｴ 埼⽟県 774 藤井　章⼆ ﾌｼﾞｲ　ｼｮｳｼﾞ 群⾺県

704 ⽚浦　瑞希 ｶﾀｳﾗ　ﾐｽﾞｷ 神奈川県 BikePortRacingTeam 775 ⽴原　岳⼈ ﾀﾁﾊﾗ　ｶﾞｸﾄ 茨城県

705 ⼟⽥　祐⼦ ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｺ 千葉県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 776 増⾕　法⾂ ﾏｽﾀﾆ　ﾉﾘｵﾐ 埼⽟県

706 橋本　弘⼦ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼⽟県 777 須藤　雅之 ｽﾄｳ　ﾏｻﾕｷ 茨城県 IMBD

707 栗原　春湖 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙｺ 埼⽟県 TEAM AMiGos 778 中野　浩志 ﾅｶﾉ　ﾋﾛｼ 神奈川県

708 松浦　理恵 ﾏﾂｳﾗ　ﾘｴ 埼⽟県 SDJO ちゃり部 779 川⽥　政 ｶﾜﾀﾞ　ﾏｻｼ 東京都 Flecha

709 ⽥代　季美江 ﾀｼﾛ ｷﾐｴ 神奈川県 YAGI-TAI? 780 堀江　崇 ﾎﾘｴ　ﾀｶｼ 茨城県 flecha

710 吉村　亜紀⼦ ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 神奈川県 781 ⻘塚　伸孝 ｱｵﾂｶ　ﾉﾌﾞﾀｶ 茨城県

711 ⽯川　由紀⼦ ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 茨城県 782 齋藤　孝俊 ｻｲﾄｳ　ﾀｶﾄｼ ⼭形県

712 多⽥　昭⼦ ﾀﾀﾞ ｱｷｺ 埼⽟県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 783 ⾼⽊　綾⼤ ﾀｶｷﾞ　ﾘｮｳﾀ 福島県 wileg

713 蛯澤　和惠 ｴﾋﾞｻﾜ　ｶｽﾞｴ 東京都 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 784 ⼤園　駿介 ｵｵｿﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 栃⽊県

714 ⽯井　裕美 ｲｼｲ　ﾋﾛﾐ 埼⽟県 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 785 井上　彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 東京都

715 関⾕　加津⼦ ｾｷﾔ　ｶﾂｺ 東京都 bicyclefellow 786 松本　秀典 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾉﾘ 福島県

716 ⾦⼦　晶穂 ｶﾈｺ　ｱｷﾎ 神奈川県 787 ⻑友　雄太朗 ﾅｶﾞﾄﾓ　ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県

717 澁澤　晃⼦ ｼﾌﾞｻﾜ　ｱｷｺ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部 788 森島　延幸 ﾓﾘｼﾏ　ﾉﾌﾞﾕｷ 栃⽊県

718 美濃⽑　道⼦ ﾐﾉｹﾞ　ﾐﾁｺ 茨城県 ぬくもり荘ﾁｬﾘ部 789 ⽥中　翔悟 ﾀﾅｶ　ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 bike port

719 鈴⽊　いずき ｽｽﾞｷ　ｲｽﾞｷ 東京都 ﾁｰﾑ善應院 790 三澤　裕⼈ ﾐｻﾜ　ﾕｳﾄ 神奈川県

720 関根　瑠奈 ｾｷﾈ　ﾙﾅ 栃⽊県 791 佐藤　孝 ｻﾄｳ　ﾀｶｼ 茨城県 TEAM NOW

721 東　澄⼦ ﾋｶﾞｼ ｽﾐｺ 東京都 team ESTA 792 川俣　祐 ｶﾜﾏﾀ　ﾕｳ 東京都

722 上原　真紀 ｳｴﾊﾗ ﾏｷ 茨城県 793 安達　愼 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝ 東京都 東京ﾄﾞﾘｰﾑ仮⾯ﾗｲﾀﾞｰ部

723 ⽜　孟洋 ﾆｭｳ ﾓｳﾖｳ 東京都 794 杉⼭　賢 ｽｷﾞﾔﾏ　ｻﾄｼ 茨城県

724 庄⽥　愛⼦ ｼｮｳﾀﾞ　ｱｲｺ ⻑野県 795 近藤　翔 ｺﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳ 東京都

725 海部　久実 ｶｲﾌ ｸﾐ 東京都 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ 796 丸⼭　智司 ﾏﾙﾔﾏ　ｻﾄｼ 栃⽊県

726 太⽥　裕実 ｵｵﾀ　ﾕｳﾐ 埼⽟県 CLUBろｰたす 797 新屋　俊明 ｱﾗﾔ ﾄｼｱｷ 栃⽊県 轟隊

727 ⽥上　萌々⼦ ﾀﾉｳｴ　ﾓﾓｺ 埼⽟県 798 廣瀬　琢也 ﾋﾛｾ　ﾀｸﾔ 神奈川県

728 茂⽥　尚⼦ ｼｹﾞﾀ　ﾅｵｺ 茨城県 799 ⻑⾕川　和哉 ﾊｾｶﾞﾜ　ｶｽﾞﾔ 神奈川県

729 秋⼭　未紘 ｱｷﾔﾏ　ﾐﾋﾛ 神奈川県 800 岡崎　俊之 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ 千葉県

730 樗澤　⿇実 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ　ﾏﾐ 東京都 801 国分　隆 ｺｸﾌﾞ　ﾀｶｼ 千葉県

731 栗原　知美 ｸﾘﾊﾗ　ﾄﾓﾐ 埼⽟県 team APEX 802 ⼩⿊　信幸 ｵｸﾞﾛ　ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県

732 永⽥　直美 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾐ 茨城県 ﾁｰﾑ･ﾌｫﾙﾂｧ! 803 岡光　始 ｵｶﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 東京都

804 鎌倉　武⼠ ｶﾏｸﾗ　ﾀｹｼ 栃⽊県 UUFC

805 坂内　紀之 ﾊﾞﾝﾅｲ　ﾉﾘﾕｷ 栃⽊県

806 坂内　公祐 ﾊﾞﾝﾅｲ ｺｳｽｹ 栃⽊県

807 上原　久雄 ｳｴﾊﾗ　ﾋｻｵ 茨城県

808 ⼤橋　聖由 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾖｼ 栃⽊県

809 ⻑内　光 ｵｻﾅｲ ﾋｶﾙ 東京都



810 柿本　義⾏ ｶｷﾓﾄ　ﾖｼﾕｷ 愛知県 くまくらﾌﾚﾝﾄﾞ愛知⽀部

811 和⽥　友騎 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 PaddyHitachinaka

812 星野　宰賢 ﾎｼﾉ　ｶﾐﾏｻ 千葉県

813 齋藤　裕幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊県 てくのろちゃりんこ部

814 ⼩室　輝久 ｺﾑﾛ　ﾃﾙﾋｻ 東京都

815 相村　誠 ｱｲﾑﾗ　ﾏｺﾄ 栃⽊県

816 上遠野　勝仁 ｶﾄｵﾉ　ｶﾂﾋﾄ 栃⽊県

817 野澤　元 ﾉｻﾞﾜ　ﾊｼﾞﾒ 栃⽊県

818 ⼩⽇向　⼀晃 ｵﾋﾞﾅﾀ　ｶｽﾞｱｷ 栃⽊県

819 栗⽥　敦 ｸﾘﾀ　ｱﾂｼ 茨城県

820 ⼤⽵　聡 ｵｵﾀｹ　ｻﾄｼ 神奈川県 SBC Vertex Racing Team

821 末松　栄⼆ ｽｴﾏﾂ　ｴｲｼﾞ 東京都

822 福⽥ 和正 ﾌｸﾀﾞ  ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊県

823 ⾦⼦   和広 ｶﾈｺ  ｶｽﾞﾋﾛ 栃⽊県

824 松本　郁也 ﾏﾂﾓﾄ　ﾌﾐﾔ 福島県

825 松本　和燈 ﾏﾂﾓﾄ　ｶｽﾞﾄ 福島県

826 福⽥　和也 ﾌｸﾀﾞ　ｶｽﾞﾅﾘ 埼⽟県

827 ⼤場　翔⽣ ｵｵﾊﾞ　ｼｮｳ 神奈川県 ＲＣＣ

828 鈴⽊　創万 ｽｽﾞｷ　ｿｳﾏ 東京都 ﾁｰﾑ善應院

829 望⽉　雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾕｳﾀ 茨城県 Team☆Zen-Nouin

830 ⼩林　千聡 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾁｻﾄ 茨城県 TEAM☆Zen-Ｎouin


