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なるしまフレンドレー シシグチーム ．，空黙�！lf!黒
メインスポンサ ／なるしまフレンド

E置em，・ヘルメツ卜／ LAS ・ウェア／パールイズミ ・フード／ VESPA、HONEY STINGER ・ケミカル／ WAKO
’

S

サイクルショップなるしまフレンド現会長鳴嶋英雄

が、東京オリンヒ
。

ツク前から仲間と競技活動を行っ

ていたのが始まりという歴史あるチ ーム。社会人

チ ームであることを基本に、各自の持てる時間を

工夫し全力で自転車競技に打ち込んでいる。チー

ムワ ークでチームランキング10位以内を目指す。

http://www.nalsimafrend.jp/nalsi ma b「

．監督兼キャプテン／小相郁
・マツサー／小畑昭子 ・マネー ジャー／藤野智一

．ゼネラルマネー ジャー／鈴木淳

小畑都 おばた かおる
①1976.4.5生②169cm③63kg
④オールラウンダー

棋井一輝 さくらい もとき
①1979.2.19生②165cm⑤60kg
④重いクライマー

倉林貴彦 くらばやしたかひ乙
①1978.5.7生②184cm③70kg
④n1<イプ

奈良浩 なら ひろし
①1965.3.1生②176cm③61kg
④スピー ドマン希望

山本健ー やまもと け んいち
①1976.1.22生①187cm③72kg
④オールラウンダー

菅藤貴昭 かんとう たかあき
①1981.11.19生②168cm③62kg
④オールラウンダー

渡漣聡 わたなべさとる
①1972.6.10生②165cm③63kg
④パンチャー

山藤祐輔 ざ んとうゅうすけ
①1995.3.1生②183cm③67kg
④ルーラー

木村裕紀 きむらゅうき
①1993.6.25生②171cm③61kg 
④オールラウンダー
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フィッツグル ー シ日本ロボティクス
メインスポンサ ー／NS設計 ・ 日本口ボティクス

園�

2009年からJPTに参戦。ヒルクライマ ーから

TTスペシャリストまで多彩なメンJ'f,,ー を揃える

チーム。さらに3名の新加入選手により、いっそ
う選手層が厚くな った 。チ ーム一丸となり JPT

チームランキング10以内を狙う。
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・監督／塩沢博 ・キャプテン／屋部佳伸 ．メカニック／石渡誠一

屋部佳伸 やベよしのぶ
①1969.12.27生②167cm③55kg
④クライマー

中村文武 なかむらふみたけ
①1971.12.4生②179cm③65kg
④オールラウンダー

高橋伸成 たかはし のぶしげ
①1967.4.13生②171cm⑤60kg
④オールラウンダー

藤田勉 ふじた つとむ
①1975.3.3生②173cm③63kg
④オールラウンダー

小林涼介 こばやしりょうすけ
①1977.9.30生①170cm⑤61kg
④スプリン安一

光山英典 みつやま ひで のり
①1989.10.11生②173cm①60kg
④オールラウンダー

香西真介 こうざい しんすけ
①1978.11.17生②174cm③70kg
④スプリン安一

黒川隆之 くろかわ たかゆき
①1965.3.28生②165cm①55kg
④クライマー

柴田哲裕 しばた あきひろ
①1971.3.22生②176cm③64kg
④クライマー

岡 賢仁 おかまさと
高橋秀樹 たかはしひでき
藤波政臣 ふじなみ まさ おみ

①生年月日 ②身長 ③体重 ④脚質 ⑤主な戦歴 ⑥抱負
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二一ルプライド・ナシシンスバルサイクリングチーム
メインスポンサ /N日LPRYDE, NANSHIN SUBARU、 OUICKSPEED、 BELL HELMETS、 MAXXIS

E置mm•フレーム／ NEILPRYDE ・ヘルメツ卜／ BELL ・ウェア／ QUICK SPEED

2006年12月に設立された、日本人とフランス

人を中心としたグロ ーバルなチーム。選手には

プ口の意識で国際経験をさせ、日本から世界の

舞台を目指す。今年度は、今まで重ねてきた経
験を活かしてのJPT優勝とコンチネンタル資格

の取得を目指す。

http://www.interpro-cyclisme.net 

．監督／ステファン ・ フォレスト
・コ ーチ／セパスチャン ・ ピロッテ、マイケル ・ ライス、イームズ ・ ダグラス
・キャプテン／鶴岡慶太 ・メカニック／チャールズ ・ ウィズナー

小林契 こばやしけい
①1993.12.8生②184cm③71kg
④パンチャー

マルタン・マクシム Maxime Martin 
①1986.7.13生②174cm⑤60kg
④クライマー

水野貴行 み ず の たかゆき
①1990.9.10生②180cm③70kg
④スプリン安一

森住光義 もりずみ みつよし
①1974.9.12生②170cm③62kg
④ルーラー

片岡真之介 かたおかしんのすけ ヴァラド・ジェゾンValade Jayson 
①1992.3.9生②165cm③52kg ①1992.2.28生②173cm③70kg
④クライマー ④スプリン安一

鶴岡慶太 つるおかけいた ゲゼ・ブルノ Guezet Bruno 
①1981.9.13生②168cm③53kg ①1993.4.17生②169cm③58kg
④クライマー ④パンチャー

山下裕大 やましたゅうた
①1992.8.13生①180cm〔［66kg
④オールラウンダー
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工ルドラードサムライ東北withのんのんびより句麗窃
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園�·ヘルメット／ LAS ・フー ド／ Chim問

2015年度はチ ームサムライ と合併し、アニ

メーションともコラボ。常に新しいことにチャレ

ンジしている。アニメーションのより 一層の普

及と共に、アニメーションを通じて自転車ロ ー ド

レ ー スファンを獲得する。世界ヘ通用する選手

を輩出することを目標とする。

http://eldorado-tohoku.com 

①生年月日 ②身長 ③体重 ④脚質 ⑤主な戦歴〔E抱負

末永周平 すえなが しゅうへい
①1991.8.27生①170cm CT:63kg 
④スプリン安一

豊田勉 とよだっとむ
①1972.7.21生②171cm③74kg
④ク口ノマン

小山内健太 おさない け んた
①1984.3.26生②172cmCT:56kg 
④オールラウンダー

小野寺和也 お のでら かずや
①1984.10.19生②162cm③54kg
④クライマー

海藤稜馬 かい出りょうま
①1990.8.29生②167cm CT:60kg 
④パンチャー

武田祥典 たけだよしのり
①1987.6.3生②185cm①70kg
④ルーラー

野上太一 のがみ たいち
①1992.8.4生②171cm③58kg
④スプリン安一

千葉紳太郎 ちば しんたろう
①1992.1.24生②180cm③68kg
④クライマー

熊田哲也 くまたてつや
①1992.3.22生②162cm③54kg
④クライマー

五十嵐丈士 いがらしたけし
畠山和也 はたけやま かずや
西脇圭亮 にしわき けいすけ
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