
4時間チームエンデューロ（チーム男⼥） 50チーム
No チーム名 選手 ﾌﾘｶﾞﾅ サイズ
1001 チームTAMA 渡部 俊久/渡部 聡枝 ﾜﾀﾍﾞ ﾄｼﾋｻ/ﾜﾀﾍﾞ ｻﾄｴ Ｌ/Ｍ
1002 柴犬＆roadies 吉村 健央/吉村 亜紀子 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ/ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ Ｌ/Ｍ
1003 横須賀ウーノtre 福吉 紳悟/⻲井 陽子 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ/ｶﾒｲ ﾖｳｺ Ｌ/Ｍ
1004 横須賀ウーノuno 吉澤 貴子/⻑澤 和樹 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｺ/ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ Ｓ/Ｍ
1005 カービィ大好き 田中 暁/辻 美月 ﾀﾅｶ ｱｶﾂｷ/ﾂｼﾞ ﾐﾂﾞｷ Ｓ/Ｍ
1006 セマスＲ新松⼾ 槍 箱田 晃一/國重 志都 ﾊｺﾀﾞ ｺｳｲﾁ/ｸﾆｼｹﾞ ｼﾂﾞ Ｍ/Ｓ
1007 ぶんぶんレーシング 渡邉 千⾥/浅川 英一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ/ｱｻｶﾜ ｴｲｲﾁ Ｍ/Ｌ
1008 TEAM GIRO 岡本 秀明/岡本 由希 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ/ｵｶﾓﾄ ﾕｷ Ｌ/Ｌ
1009 CircleCycle稲毛HP 中臺 賢/木村 節子 ﾅｶﾀﾞｲ ｹﾝ/ｷﾑﾗ ｾﾂｺ Ｍ/Ｍ
1010 東サイクル／日本橋 中塚 ⿇子/⻑岡 俊也 ﾅｶﾂｶ ｱｻｺ/ﾅｶﾞｵｶ ﾄｼﾔ Ｍ/Ｌ
1011 トヨちゃんず 佐野 慶則/豊澤 英子 ｻﾉ ﾖｼﾉﾘ/ﾄﾖｻﾜ ｴｲｺ Ｌ/Ｍ
1012 イムラに捧ぐバナナの会（ヨコミー） 横溝 純弥/横溝 京子 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾖｺﾐｿﾞ ｷｮｳｺ Ｍ/Ｓ
1013 TEAM Bee 田村 恭平/今村 桜子 ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ/ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗｺ Ｓ/Ｍ
1014 Team Yoshida 吉田 道隆/吉田 美穂子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ/ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎｺ Ｌ/Ｍ
1015 Q 秋元 ⾠夫/塚田 尚美 ｱｷﾓﾄ ﾀﾂｵ/ﾂｶﾀﾞ ﾅｵﾐ Ｌ/Ｌ
1016 team Sgy 須貝 弘二/須貝 佳織 ｽｶﾞｲ ｺｳｼﾞ/ｽｶﾞｲ ｶｵﾘ Ｍ/Ｓ
1017 雑なネコ家族 雑賀 大輔/雑賀 敬子 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ/ｻｲｶ ｹｲｺ Ｓ/Ｓ
1018 starrobe. 鈴木 健吾/鈴木 明⾹ ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ/ｽｽﾞｷ ｱｽｶ Ｌ/Ｓ
1019 TEAM AMiGos ⼯藤 英彦/栗原 春湖 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ/ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙｺ Ｍ/Ｓ
1020 疾風勁草Yブログ連合 牛島 剛之/中山 あゆみ/松永 基久 ｳｼｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ/ﾅｶﾔﾏ ｱﾕﾐ/ﾏﾂﾅｶﾞ ﾓﾄﾋｻ Ｍ/Ｓ/Ｍ
1021 tunaguB 飯高 智宏/望月 貴代/秋森 基 ｲｲﾀﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ/ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾖ/ｱｷﾓﾘ ﾓﾄｲ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1022 山野⾃転⾞部 Type R 久保 美恵/清水 ⾹/横塚 暁人 ｸﾎﾞ ﾐｴ/ｼﾐｽﾞ ｶｵﾙ/ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ Ｓ/Ｓ/Ｍ
1023 山野⾃転⾞部 Type C 横塚 仁/横塚 淳子/古田 淳 ﾖｺﾂｶ ﾋﾄｼ/ﾖｺﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ/ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ Ｌ/Ｓ/Ｍ
1024 ナカマラ⾷べ歩き⾃転⾞ブログ袖ヶ浦編 with TU 宇都宮 あゆみ/中村 元紀/秋田 努 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾕﾐ/ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ/ｱｷﾀ ﾂﾄﾑ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1025 メリダのたけし 白石 正憲/花房 武司/平田 真紀 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾉﾘ/ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ/ﾋﾗﾀ ﾏｷ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1026 IMURAに捧ぐバナナの会（ゆるふわの方） 坂大 一雄/井村 智/深澤 裕子 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｶｽﾞｵ/ｲﾑﾗ ｻﾄｼ/ﾌｶｻﾜ ﾕｳｺ Ｍ/Ｍ/Ｓ
1027 川⼝⾞連／セオ⼋潮 ⽻部 康博/奥村 純/清水 綾子 ﾊﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ/ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ/ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ Ｍ/Ｍ/Ｓ
1028 セオ大宮 中澤 優太/三輪 和史/高橋 美穂 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ/ﾐﾜ ｶｽﾞﾌﾐ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ Ｍ/Ｍ/Ｓ
1029 筋肉は正義 塩田 隆一/石井 加奈/榎本 拓哉 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ/ｲｼｲ ｶﾅ/ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾔ Ｓ/Ｍ/Ｍ
1030 チーム アニキ 前島 律子/⻄海持 陽子/⻄海持 季治 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ/ｻｲｶﾁ ﾖｳｺ/ｻｲｶﾁ ﾄｼﾊﾙ Ｓ/Ｓ/Ｍ
1031 バイセオ川⼝B 熊木 譲/新⾒ 渚/佐⽵ 敏和 ｸﾏｷ ﾕｽﾞﾙ/ﾆｲﾐ ﾅｷﾞｻ/ｻﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ Ｌ/Ｓ/Ｌ
1032 バイセオ川⼝C、同じ職場+SR 新⾒ 一樹/森下 由⾹/今井 孝 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｷ/ﾓﾘｼﾀ ﾕｶ/ｲﾏｲ ﾀｶｼ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1033 チームKURODA SNT 山田 達也/⿊田 茂夫/水澤 典子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ/ｸﾛﾀﾞ ｼｹﾞｵ/ﾐｽﾞｻﾜ ﾉﾘｺ Ｌ/Ｍ/Ｍ
1034 チームKURODA JYK 角田 今朝幸/内田 次郎/⻑⾕川 由紀 ﾂﾉﾀﾞ ｹｻﾕｷ/ｳﾁﾀﾞ ｼﾞﾛｳ/ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ Ｍ/Ｌ/Ｓ
1035 EZURA 江面 誠司/中村 沙織/⾹野 富子/川目 夕馬 ｴﾂﾞﾗ ｾｲｼﾞ/ﾅｶﾑﾗ ｻｵﾘ/ｺｳﾉ ﾄﾐｺ/ｶﾜﾒ ﾕｳﾏ Ｌ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1036 オヤヂチャリ部くまさんチーム ⾦子 達也/吉川 貴裕/石川 紀子/佐藤 大輔 ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ/ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ/ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ/ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ Ｍ/Ｌ/Ｓ/Ｌ
1037 SEO8214  井⼾端会議 清水 ⻫/清水 美加/中村 明三/笠井久光 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ/ｼﾐｽﾞ ﾐｶ/ﾅｶﾑﾗ ｱｹﾐ/ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｌ
1038 DAMEntion Data 侭田 光広/鈴木 良輔/舩越 あゆみ/向井 菜⾒子 ﾏﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ/ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ/ﾌﾅｺｼ ｱﾕﾐ/ﾑｶｲ ﾅﾐｺ Ｍ/Ｌ/Ｍ/Ｓ
1039 ＦＭ2＆2 宮森 大翔/福島 ⾥歩/福島 茉歩/宮森 咲智 ﾐﾔﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ/ﾌｸｼﾏ ﾘﾎ/ﾌｸｼﾏ ﾏﾎ/ﾐﾔﾓﾘ ｻﾁ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1040 Team山登 藤原 大和/原 維吹樹/山本 康太/栗原 茉子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ/ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ/ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ/ｸﾘﾊﾗ ﾏｺ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｓ
1041 HAMAKAZE 濱風 門脇 ⻯雄/門脇 裕子/⻑⾕川 俊弘/大橋 守 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾂｵ/ｶﾄﾞﾜｷ  ﾕｳｺ/ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ/ｵｵﾊｼ ﾏﾓﾙ Ｌ/Ｓ/Ｌ/Ｍ
1042 ちりん会。うさぎ組 諏訪 智/坂井 梨菜/梅田 佳寛/吉田 美佐子 ｽﾜ ｻﾄｼ/ｻｶｲ ﾘﾅ/ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ/ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｺ Ｌ/Ｓ/Ｌ/Ｍ
1043 ちりん会。ぱんだ組 綿貫 けい子/⻑山 謙一/坂内 哲也/清野 義孝 ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺ/ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ/ﾊﾞﾝﾅｲ ﾃﾂﾔ/ｾｲﾉ ﾖｼﾀｶ Ｓ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1044 Seo8214バンビ 大屋 賢司/高橋 由⾹子/塩入 昭博/秋山 繁 ｵｵﾔ ｹﾝｼﾞ/ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ/ｼｵｲﾘ ｱｷﾋﾛ/ｱｷﾔﾏ ｼｹﾞﾙ Ｌ/Ｓ/Ｌ/Ｍ
1045 きりん組 綿貫 幸夫/富岡 美帆/宇井 円/堀 努 ﾜﾀﾇｷ ｻﾁｵ/ﾄﾐｵｶ ﾐﾎ/ｳｲ ﾏﾄﾞｶ/ﾎﾘ ﾂﾄﾑ Ｌ/Ｌ/Ｓ/Ｍ
1046 今日も1日271032905104 郡司 洋志/⻄嶋 傑/②山﨑 諒子/中嶋 康寛 ｸﾞﾝｼﾞ ﾋﾛｼ/ﾆｼｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ/ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ Ｍ/Ｌ/Ｍ/Ｌ
1047 SEO8214 Teamウッキー 岡田 裕子/岡田 和章/菅野 征徳/⽵川 英二 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｺ/ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ/ｶﾝﾉ ﾏｻﾉﾘ/ﾀｹｶﾜ ｴｲｼﾞ Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ
1048 SEO8214かほちゃんず 野⼝ 壮司/新美 弘/浦林 浩司/大久保 佳歩 ﾉｸﾞﾁ ｿｳｼﾞ/ﾆｲﾐ ﾋﾛｼ/ｳﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ/ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｓ
1049 Tomoroad B 庄司 直幸/濵田 純平/田代 裕紀/圷 ⾹名子 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵﾕｷ/ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ/ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ/ｱｸﾂ ｶﾅｺ Ｌ/Ｌ/Ｍ/Ｌ
1050 TOKINOteamA 新井 勝夫/廿浦 宣明/廿浦 知子/大熊 慶子 ｱﾗｲ ｶﾂｵ/ﾂﾂﾞｳﾗ ﾉﾌﾞｱｷ/ﾂﾂﾞｳﾗ ｻﾄｺ/ｵｵｸﾏ ｹｲｺ Ｌ/Ｓ/Ｓ/Ｍ

4時間チームエンデューロ（チーム男子） 142チーム
No チーム名 選手 ﾌﾘｶﾞﾅ サイズ
1061 RinRinRacing ⼩林 正樹/相楽 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ/ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ Ｍ/Ｍ
1062 てけてけラッチョ ハゲラッチョ 藤田 眞人/石原 哲彦 ﾌｼﾞﾀ ﾏｺﾄ/ｲｼﾊﾗ ﾃﾂﾋｺ Ｍ/Ｌ
1063 七厘舎 弐組 伊藤 真弘/石田 洋一 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ/ｲｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ Ｍ/Ｍ
1064 七厘社壱組 早川 浩一/関 智亜 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｲﾁ/ｾｷ ﾄﾓﾂｸﾞ Ｍ/Ｍ
1065 RinRinRacing 中野 佳祐/中 瑞希 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ/ﾅｶ ﾐｽﾞｷ Ｓ/Ｌ
1066 HKK 坂⼝ 惇/中川 浩司 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ/ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ Ｌ/Ｌ
1067 キヤノンサイクリングクラブ MK ⼩林 大祐/三平 善郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ/ﾐﾋﾗ ﾖｼﾛｳ Ｌ/Ｍ
1068 tunaguA 鈴木 武寛/田中 雅憲 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ/ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ Ｍ/Ｌ
1069 チャルコールズ 望月 昇/伊藤 勝俊 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ/ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ Ｌ/Ｌ
1070 安田家 安田 政司/安田 遥翔 ﾔｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ/ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ Ｍ/Ｓ
1071 ブルベ@セオ大宮 ⿇生 真吾/増田 章 ｱｿｳ ｼﾝｺﾞ/ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ Ｍ/Ｌ
1072 横須賀ウーノ due 関 純夫/村岡 美騎 ｾｷ ﾏｻｵ/ﾑﾗｵｶ ﾖｼｷ Ｌ/Ｌ
1073 チームグリコ 沖 淳/水野 雄継 ｵｷ ｱﾂｼ/ﾐｽﾞﾉ ﾀｹﾂｸﾞ Ｍ/Ｌ
1074 地球連邦軍 下山田 好亮/吉野 時緒 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ/ﾖｼﾉ ﾄｷｵ Ｌ/Ｌ
1075 チーム鉄⾞輪 佐⽵ 真也/内藤 義之 ｻﾀｹ ｼﾝﾔ/ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ Ｌ/Ｌ
1076 旧むさこう 木村 努/今村 徹 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ/ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ Ｌ/Ｌ
1077 チームステロタイプ 引間 純爾/志野木 良太 ﾋｷﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ｼﾉｷﾞ ﾘｮｳﾀ Ｌ/Ｌ
1078 ＥＮＧＩＮＥ 平嶋 大岳/石井 亮太 ﾋﾗｼﾏ ﾀﾞｲｶﾞｸ/ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ Ｍ/Ｌ
1079 SEGURO（⼩） ⼩宮 朋之/鐘ヶ江 良彦 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ/ｶﾈｶﾞｴ ﾖｼﾋｺ Ｌ/Ｌ
1080 SEGURO（中） ⻑⾕川 淳/五味 勇気 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ/ｺﾞﾐ ﾕｳｷ Ｓ/Ｍ
1081 チームちび太 菊原 和通/石川 浩司 ｷｸﾊﾗ ｶｽﾞﾐﾁ/ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ Ｌ/Ｌ



1082 セマスRアジキ 浅野 務/⼩野木 孝 ｱｻﾉ ﾂﾄﾑ/ｵﾉｷﾞ ﾀｶｼ Ｓ/Ｌ
1083 チームSUZＡK I 加藤 浩一/⻄川 瑞樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ/ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ Ｌ/Ｌ
1084 東サイクル/ガンガンメタリック ⾦丸 大輔/東 健 ｶﾅﾏﾙ ﾀﾞｲｽｹ/ﾋｶﾞｼ ｹﾝ Ｍ/Ｍ
1085 東サイクル/KK ⼩宮 寛明/⼩林 拓也 ｺﾐﾔ ﾋﾛｱｷ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ Ｍ/Ｌ
1086 チーム・デコボコ 塚本 邦雄/⼾祭 裕介 ﾂｶﾓﾄ ｸﾆｵ/ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ Ｌ/Ｓ
1087 汐留鉄道研究会B 九重 博昭/杉村 太 ｸﾉｳ ﾋﾛｱｷ/ｽｷﾞﾑﾗ ﾌﾄｼ Ｍ/Ｓ
1088 東サイクル/SBR 佐藤 翔吾/岩川 勇己 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ/ｲﾜｶﾜ ﾕｳｷ Ｓ/Ｓ
1089 Teamかんたろう 川⼝ 楓翔/川⼝ 健一 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ/ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ Ｍ/Ｌ
1090 Wander Cycling Club 石井 拳人/新 陵輔 ｲｼｲ ｹﾝﾄ/ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｽｹ Ｍ/Ｍ
1091 セオ大宮お客A.B ⾅井 正敏/松浦 凌 ｳｽｲ ﾏｻﾄｼ/ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ Ｌ/Ｌ
1092 FORCE 御堂 ⼒哉/白井 真人 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ/ｼﾗｲ ﾏｻﾄ Ｌ/Ｍ
1093 尻の下 ⽻田 健太/三宅勇樹 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ/ Ｓ/Ｍ
1094 heitanhompo 石原 圭太/石原 哲也 ｲｼﾊﾗ ｹｲﾀ/ｲｼﾊﾗ ﾃﾂﾔ Ｍ/Ｌ
1095 メロンパンナーズⅢ 三須 正/増田 信一 ﾐｽ ﾀﾀﾞｼ/ﾏｽﾀﾞ ｼﾝｲﾁ Ｍ/Ｍ
1096 CircleCycle WS 鈴木 敦/鈴木 知道 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ/ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐﾁ Ｍ/Ｌ
1097 Cʼs works ① 清水 啓一/⽻鳥 桂吾 ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ/ﾊﾄﾘ ｹｲｺﾞ Ｌ/Ｌ
1098 EVERFiT RUDERZ ⼟屋 幸生/⻄崎 申地 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ/ﾆｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ Ｌ/Ｍ
1099 autobahngotemba 奥澤 優也/湯浅 博貴 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ/ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ Ｍ/Ｓ
1100 CircleCycle 豚野郎 宮田 直也/白石 伸幸 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾔ/ｼﾗｲｼ ﾉﾌﾞﾕｷ Ｌ/Ｌ
1101 りんりんれーしんぐぅ 増渕 久典/田澤 賢雄 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋｻﾉﾘ/ﾀｻﾞﾜ ﾖｼｵ Ｌ/Ｌ
1102 CircleCycle挑戦者 浜本 洋次/下田 昭信 ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ/ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ Ｍ/Ｌ
1103 埼玉大学FBC ⼟井 幹太/種澤 颯 ﾄﾞｲ ｶﾝﾀ/ﾀﾈｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ Ｍ/Ｌ
1104 埼玉大学FBC 片岡 徹/高塚 智之 ｶﾀｵｶ ﾄｵﾙ/ﾀｶﾂｶ ﾄﾓﾕｷ Ｍ/Ｓ
1105 埼玉大学FBC 五嶋 壮太/桑田 昂輝 ｺﾞｼﾏ ｿｳﾀ/ｸﾜﾀ ｺｳｷ Ｍ/Ｌ
1106 チームBMレーシング 菅野 卓/齋藤 優作 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ/ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ Ｓ/Ｓ
1107 Team DUO 永田 進/池之上 巌 ﾅｶﾞﾀ ｽｽﾑ/ｲｹﾉｳｴ ｲﾜｵ Ｍ/Ｍ
1108 オヤジドリンカーその1 山⼝ 哲哉/宇部 亮 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ/ｳﾍﾞ ﾘｮｳ Ｌ/Ｌ
1109 TEAM254 市川 俊彦/蓮池 芳紀 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾋｺ/ﾊｽｲｹ ﾖｼﾉﾘ Ｌ/Ｓ
1110 オヤジドリンカーその2 鈴木 博之/樋⼝ 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ/ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ Ｌ/Ｌ
1111 埼玉大学FBC 井島 大樹/玉榮 祐気 ｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ/ﾀﾏｴ ﾕｳｷ Ｌ/Ｌ
1112 JERONIMO 清水 圭吾/村上 通 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ/ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ Ｍ/Ｌ
1113 TEAM GIRO ｔｍ 溝越 茂/千種 信雄 ﾐｿﾞｺｼ ｼｹﾞﾙ/ﾁｸﾞｻ ﾉﾌﾞｵ Ｍ/Ｌ
1114 Flamme Rouge 高橋 誠/松永 茂 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ/ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ Ｍ/Ｌ
1115 Flamme Rouge 中井 康貴/⼩池 博道 ﾅｶｲ ﾔｽﾀｶ/ｺｲｹ ﾋﾛﾐﾁ Ｍ/Ｌ
1116 RKK 橋場 裕輝/山⿅ あたる ﾊｼﾊﾞ ﾕｳｷ/ﾔﾏｶﾞ ｱﾀﾙ Ｌ/Ｍ
1117 GranDiver 北川 賢太郎/丸井 直人 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ/ﾏﾙｲ ﾏｵﾄ Ｓ/Ｍ
1118 菱風会特攻重爆撃機 稲益 宗知/山下 賢仁 ｲﾅﾏｽ ﾑﾈﾄ/ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾄ Ｍ/Ｌ
1119 つっつるとカブの師弟コンビ 佐藤 ⻯也/福田 英樹 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ/ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ Ｍ/Ｍ
1120 CUCCレーシングクラブ ⼩畑 夕輝/富永 隆平 ｺﾊﾞﾀｹ ﾕｳｷ/ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ Ｌ/Ｌ
1121 三年生チーム278 河井 亮太/中村 巧 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ/ﾅｶﾑﾗ ﾀｸ Ｌ/Ｌ
1122 TORQUE NOZAC 野嵜 英樹/山田  豪 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ/ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞｳ Ｍ/Ｍ
1123 TOKINO team A.K ⼩林 祐輝/天野 真一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ/ｱﾏﾉ ｼﾝｲﾁ Ｌ/Ｌ
1124 RinRinRacing C-plus 佐藤 勝彦/山中 清司/岩楯 英樹 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ/ﾔﾏﾅｶ ｷﾖｼ/ｲﾜﾀﾞﾃ ﾋﾃﾞｷ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1125 七輪舎 参組 篠木 重高/富田 雅也/澤田 諭 ｼﾉｷ ｼｹﾞﾀｶ/ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ/ｻﾜﾀﾞ ｻﾄｼ Ｌ/Ｍ/Ｍ
1126 キヤノンサイクリングクラブ  チームＨＫＤ ⼟肥 弘嗣/廣瀬 翔太/⿊⽵ 俊太 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ/ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ/ｸﾛﾀｹ ｼｭﾝﾀ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1127 キヤノンサイクリングクラブ VIENTO 川⼝ 克右/面⾕ 聡/柴田 達将 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｸｳ/ｵﾓﾀﾞﾆ ｻﾄｼ/ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾀﾂ Ｌ/Ｓ/Ｍ
1128 キヤノンサイクリングクラブSOW 佐藤 真一/大嶋 康嗣/渡辺 祐也 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ/ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1129 じゃがりこ 宇佐⾒ 純一/⽴嶋 満/大槻 勝彦 ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ﾀﾃｼﾏ ﾐﾂﾙ/ｵｵﾂｷ ｶﾂﾋｺ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1130 Asami 佐々木 礼和/阿部 雄助/三浦 京 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ/ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ/ﾐｳﾗ ｵｻﾑ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1131 チームＣＦＫ 室⾕ 耕輔/浜 研一/坂田 智基 ﾑﾛﾔ ｺｳｽｹ/ﾊﾏ ｹﾝｲﾁ/ｻｶﾀ ﾄﾓｷ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1132 Team ニコチン 福嶌 知聖/河野 柊太/菅原 慧人 ﾌｸｼﾏ ﾁｻﾄ/ｺｳﾉ ｼｭｳﾀ/ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾄ Ｓ/Ｍ/Ｓ
1133 セマスレーシング新松⼾ きなこ ⼩平 和樹/中島 雅幸/高橋 剛 ｺﾋﾞﾗ ｶｽﾞｷ/ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ/ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1134 六崎JAPAN Aチーム 松沢  賢司/六崎 俊太郎/山田 夏摘 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ/ﾑﾂｻﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ/ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂｷ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1135 AxxxiS 三浦 裕一/安達 昴気/三浦 啓人 ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁ/ｱﾀﾞﾁ ｺｳｷ/ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1136 チーム喜輪 高橋 茂/大森 雄介/勝野 章 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ/ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ/ｶﾂﾉ ｱｷﾗ Ｌ/Ｍ/Ｍ
1137 オヤヂチャリ部アルパカさんチーム 吉澤 匡/宮崎 正幸/吉澤 翔 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ/ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ/ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ Ｍ/Ｍ/Ｓ
1138 オヤヂチャリ部うさぎさんチーム 石川 広樹/柴山 剛/⻘木 明弘 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ/ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｹｼ/ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1139 エコロガイズ 吉水 ヤマト/中⼾川 翔/蔵岡 恒一郎 ﾖｼﾐｽﾞ ﾔﾏﾄ/ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｶｹﾙ/ｸﾗｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1140 ちーむＴ  横溝 光明/石原 祐幸/細井 慶一 ﾖｺﾐｿﾞ ﾐﾂｱｷ/ｲｼﾊﾗ ﾕｳｺｳ/ﾎｿｲ ｹｲｲﾁ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1141 トミーマジック 山本 祐馬/北島 大/森 俊浩 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ/ｷﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲ/ﾓﾘ ﾄｼﾋﾛ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1142 ALONZA 菅沼 直人/森河 淳/加藤 唯史 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾄ/ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ/ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1143 赤堤 内田 健太/伊禮 亨/中山 瞭 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ/ｲﾚｲ ﾄｵﾙ/ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1144 汐留鉄道研究会A 廣田 祐一/木村 貴幸/石川 大輔 ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ/ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ/ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ Ｌ/Ｓ/Ｍ
1145 日大理⼯Bチーム 山⼝ 格/白根 楓/久保田 勇馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾀﾙ/ｼﾗﾈ ｶｴﾃﾞ/ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1146 日大理⼯ with NEET 石井 壮/橋本 駿介/及川 和紘 ｲｼｲ ｿｳ/ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ/ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾋﾞﾛ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1147 日大理⼯Cチーム 佐々木 諒太朗/今村 義道/⾦子 真也 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ/ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾐﾁ/ｶﾈｺ ｼﾝﾔ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1148 しらこばとブラザーズ 大熊 真史/安田 奏平/⼩林 ⻑ ｵｵｸﾏ ｼﾝｼﾞ/ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾍｲ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1149 GO! GO! Perfume 仲俣 達也/友森 司郎/市川 聡 ﾅｶﾏﾀ ﾀﾂﾔ/ﾄﾓﾓﾘ ｼﾛｳ/ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1150 age51withN 兼田 学/仁平 尚志/中島 永幸 ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ/ﾆﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ/ﾅｶｼﾏ ﾉﾘﾕｷ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1151 イカＤＴ ⻫藤 司/石川 仁賜/須藤 海⽃ ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ/ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ/ｽﾄﾞｳ ｶｲﾄ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1152 ⼩岩おっちゃん倶楽部 野村 和幸/須原 篤/齊藤 功 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ/ｽﾊﾗ ｱﾂｼ/ｻｲﾄｳ ｲｻｵ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1153 11会TEAMオル ⾦子 健未/芝田 中/⼩泉 ⽂人 ｶﾈｺ ﾀｹﾐ/ｼﾊﾞﾀ ｱﾀﾙ/ｺｲｽﾞﾐ ﾌﾐﾄ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1154 11会B 石井 能将/田中 剛/⼩⻄ 由浩 ｲｼｲ ﾉﾘﾏｻ/ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ/ｺﾆｼ ﾖｼﾋﾛ Ｓ/Ｍ/Ｍ
1155 イカそうめん 菊田 ⻯司/加藤 知弘/山⼝ 哲⽮ ｷｸﾀ ﾘｭｳｼﾞ/ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1156 日大理⼯Dチーム 中村 正基/佐藤 俊平/加瀬 祥太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ/ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ/ｶｾ ｼｮｳﾀﾛｳ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1157 Team MONTAGNA 片平 雅人/⻘山 剛太/⼯藤 雅樹 ｶﾀﾋﾗ ﾏｻﾄ/ｱｵﾔﾏ ｺﾞｳﾀ/ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ Ｌ/Ｌ/Ｌ



1158 OVER☆HEAT 後藤 政実/大野 拓也/大野 裕二 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ/ｵｵﾉ ﾀｸﾔ/ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ Ｌ/Ｍ/Ｌ
1159 日大理⼯Eチーム 本咲 薫/北⼜ 海成/高安 祐作 ﾎﾝｻﾞｷ ｶｵﾙ/ｷﾀﾏﾀ ｶｲｾｲ/ﾀｶﾔｽ ﾕｳｻｸ Ｓ/Ｌ/Ｌ
1160 日大理⼯Fチーム ⻘沼 透/時田 一歩/⼩野 光春 ｱｵﾇﾏ ﾄｵﾙ/ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾎ/ｵﾉ ﾐﾂﾊﾙ Ｍ/Ｌ/Ｓ
1161 日大理⼯Fチーム 大⾕ 祐樹/瀨川 大貴/五⼗嵐 千叡 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ/ｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ/ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｱｷ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1162 C's works TEAM B 田中 宏彰/渡辺 久利/清澤 翔悟 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｭｳﾘ/ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｺﾞ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1163 #1-PRIMERA 田島 綾人/上瀧 豊/山川 朔太朗 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾄ/ｼﾞｮｳﾀｷ ﾕﾀｶ/ﾔﾏｶﾜ ｻｸﾀﾛｳ Ｓ/Ｌ/Ｓ
1164 #1-PRIMERA-mini 田島 尚樹/加野 徹/大川 慶人 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ/ｶﾉ ﾄｵﾙ/ｵｵｶﾜ ｹｲﾄ Ｓ/Ｌ/Ｓ
1165 TOKINO team YY 守屋 好典/富永 和人/松村 昂之 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾉﾘ/ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ/ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾕｷ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1166 一兵卒A 眞鍋 勝⺒/石山 智也/今岡 諒平 ﾏﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ/ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ/ｲﾏｵｶ ﾘｮｳﾍｲ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1167 おおひなた整骨院 大日向 春来/木村 篤寛/木村 智寛 ｵｵﾋﾅﾀ ﾊﾙｷ/ｷﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ/ｷﾑﾗ ﾁﾋﾛ Ｌ/Ｌ/Ｌ
1168 セマス&President; 中江 俊/⻫藤 静男/澤 太次郎 ﾅｶｴ ｼｭﾝ/ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｵ/ｻﾜ ﾀｲｼﾞﾛｳ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1169 バイセオ川⼝A、それなりに、本気で。 ⻘木 宏彰/佐久間 隆/稲垣 俊⾏ ｱｵｷ ﾋﾛｱｷ/ｻｸﾏ ﾀｶｼ/ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼﾕｷ Ｍ/Ｍ/Ｍ
1170 ゲリラ豪雨 表 俊也/高松 大樹/松本 陸 ｵﾓﾃ ﾄｼﾔ/ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ/ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1171 GranDiver 片野 善弘/吉崎 大志/村松 遼 ｶﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ/ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ/ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ Ｍ/Ｓ/Ｍ
1172 ブルガノ 下田 直/関根 直之/吉冨 滉生 ｼﾓﾀﾞ ﾅｵ/ｾｷﾈ ﾅｵﾕｷ/ﾖｼﾄﾐ ﾋﾛｷ Ｍ/Ｌ/Ｍ
1173 Tomoroad-A 安達 康弘/岩⾕ 益男/片岡 俊一 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ/ｲﾜﾀﾆ ﾐﾂｵ/ｶﾀｵｶ ｼﾝｲﾁ Ｍ/Ｌ/Ｌ
1174 TOKINO team R 石倉 龍二/髙橋 忠/鳥山 直哉 ｲｼｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ/ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ/ﾄﾘﾔﾏ ﾅｵﾔ Ｍ/Ｍ/Ｌ
1175 笠松企画 スピリトーゾ 笠茂 利広/松尾 昭/保科 正義 ｶｻﾓ ﾄｼﾋﾛ/ﾏﾂｵ ｱｷﾗ/ﾎｼﾅ ﾏｻﾖｼ Ｌ/Ｌ/Ｍ
1176 MHCT 猪狩 芳⽂/鈴木 誠/山下 耕 ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾌﾐ/ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ/ﾔﾏｼﾀ ｺｳ Ｍ/Ｓ/Ｓ
1177 セオ連合 ⻘柳 雅人/安宅 将貴/正田 年仁/飯塚 和弘 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ/ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ/ｼｮｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾄ/ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ Ｓ/Ｓ/Ｍ/Ｍ
1178 Elite Four ⻄田 英明/飯野 友介/⻫藤 理/⻑友 健二郎 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ/ｲｲﾉ ﾕｳｽｹ/ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ/ﾅｶﾞﾄﾓ ｹﾝｼﾞﾛｳ Ｍ/Ｌ/Ｍ/Ｍ
1179 走組 ⾦子 稔/元吉 剰人/神野 誠/吉澤 壮吉 ｶﾈｺ ﾐﾉﾙ/ﾓﾄﾖｼ ﾉﾘﾋﾄ/ｶﾐﾉ ﾏｺﾄ/ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳｷﾁ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｌ
1180 ないとうてんちょうと愉快な仲間たち 大沢 浩太郎/鈴木 敦/鈴木 弘之/内藤 拓真 ｵｵｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ/ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ/ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ/ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1181 team YAKATA 弘中 邦典/須澤 宏之/信太 英俊/大野 友之 ﾋﾛﾅｶ ｸﾆﾉﾘ/ｽｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ/ｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ/ｵｵﾉ ﾄﾓﾕｷ Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｍ
1182 六崎JAPAN NEXT ⼩林 央一/六崎 龍太郎/高橋  雄大/笹子 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ/六崎 ﾘｭｳﾀﾛｳ/ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ/ｻｻｺﾞ ﾖｳｽｹ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1183 MIVRO 森 俊明/中森 晃太郎/堤 伸也/波多野 厚也 ﾓﾘ ﾄｼｱｷ/ﾅｶﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ/ﾂﾂﾐ ｼﾝﾔ/ﾊﾀﾉ ｱﾂﾔ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ
1184 春日部⾃転⾞仲間 前場 修一/佐怒賀 譲/関根 佑介/内山 友太 ﾏｴﾊﾞ ｼｭｳｲﾁ/ｻﾇｶ ｼﾞｮｳ/ｾｷﾈ ﾕｳｽｹ/ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ Ｌ/Ｍ/Ｌ/Ｍ
1185 チーム・カラーズ 齋藤 正志/海⽼根 ⻯一/木島 龍哉/今泉 俊彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ/ｴﾋﾞﾈ ﾘｭｳｲﾁ/ｷｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ/ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋｺ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1186 ORCEANS-r 石本 哲也/武井 雄一郎/松本 剛典/古城 翔⿇ ｲｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ/ﾀｹｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ/ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ/ｺｼﾞｮｳ ｼｮｳﾏ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｌ
1187 日本大学理⼯学部Aチーム 山⼝ 和真/飯沼 巧/⻄川 歩/野村 太貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ/ｲｲﾇﾏ ﾀｸﾐ/ﾆｼｶﾜ ｱﾕﾑ/ﾉﾑﾗ ﾀｲｷ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ
1188 NGOバイシクリングチーム 片岡 武/⻑尾 義大/館林 孝太郎/梅澤 冬弥 ｶﾀｵｶ ﾀｹｼ/ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾋﾛ/ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ/ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｳﾔ Ｍ/Ｍ/Ｌ/Ｍ
1189 チーム多摩湖 原 英樹/内野 篤司/⽐留間 裕一/錦織 隆弘 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ/ｳﾁﾉ ｱﾂｼ/ﾋﾙﾏ ﾕｳｲﾁ/ﾆｼｷｵﾘ ﾀｶﾋﾛ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1190 SEO8214 野中 武也/荒川 真秀/伊藤 英詔/村上 ⻯太 ﾉﾅｶ ﾀｹﾔ/ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ/ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ/ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾀ Ｌ/Ｌ/Ｓ/Ｌ
1191 Team sky^2 山⼝ 連一郎/吉田 大輝/新村 隼人/河野 祐史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｲﾁﾛｳ/ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ/ｼﾝﾑﾗ ﾊﾔﾄ/ｺｳﾉ ﾏｻｼ Ｓ/Ｌ/Ｍ/Ｌ
1192 ちりん会。コアラ組 内山 友博/林田 悟嗣/伊藤 陽一/千葉 康平 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ/ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾄｼ/ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ/ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ Ｍ/Ｍ/Ｌ/Ｌ
1193 日大理⼯ゆっくりまったりチーム 齊藤 宏樹/吉 啓介/石倉 悠之介/積田 頼輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ/ﾖｼ ｹｲｽｹ/ｲｼｸﾗ ﾕｳﾉｽｹ/ﾂﾐﾀ ﾄｼｷ Ｓ/Ｍ/Ｍ/Ｓ
1194 TEAM GIRO Z 平田 賢一/橋崎 延之/浜崎 敦/江 修寛 ﾋﾗﾀ ｹﾝｲﾁ/ﾊｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ/ﾊﾏｻｷ ｱﾂｼ/ｺｳ ｼｭｳｶﾝ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1195 Team山登  山本 康敬/筒井 崇/涌井 裕樹/原 研二 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ/ﾂﾂｲ ﾀｶｼ/ﾜｸｲ ﾕｳｷ/ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1196 一兵卒B 木内 九二生/深⾕ 篤/牧田 匡平/鈴木 宏基 ｷｳﾁ ｸﾆｵ/ﾌｶﾔ ｱﾂｼ/ﾏｷﾀ ｷｮｳﾍｲ/ｽｽﾞｷ ｺｳｷ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1197 バイセオ川⼝D 荻野目 弘/星野 洵/有澤 忍/佐藤 史明 ｵｷﾞﾉﾒ ﾋﾛｼ/ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ/ｱﾘｻﾜ ｼﾉﾌﾞ/ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1198 AZZURO RACING 柴崎 功士/野嵜 然新/柴崎 遥仁/野嵜 一晴 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｺｳｼﾞ/ﾉｻﾞｷ ｾﾞﾝｼﾝ/ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ/ﾉｻﾞｷ ｲｯｾｲ Ｌ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1199 Incomplete 加藤 豊/加藤 良三/加藤 信二/橋本 大潤 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ/ｶﾄｳ ﾘｮｳｿﾞｳ/ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ/ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｼﾞｭﾝ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ
1200 ⾦町りんりん倶楽部 大橋 智也/⻑沼 隆⾏/上野 彬/内藤 諒 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾔ/ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ/ｳｴﾉ ｱｷﾗ/ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｍ
1201 日大理⼯ Gチーム 安田 智博/川崎 慧/田中 慶允/國井 海翔 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ/ｶﾜｻｷ ｹｲ/ﾀﾅｶ ｹｲﾝ/ｸﾆｲ ｶｲﾄ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ
1202 のんびりゆったりGGS 阿部 友一/柏井 健一/畑家 智弘/星野 智彦 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ/ｶｼﾜｲ ｹﾝｲﾁ/ﾊﾀﾔ ﾖﾓﾋﾛ/ﾎｼﾉ ﾄﾓﾋｺ Ｌ/Ｍ/Ｌ/L

4時間チームエンデューロ（チーム⼥子） 9チーム
No チーム名 選手 ﾌﾘｶﾞﾅ サイズ
1211 DREAMER 橘 直美/細⽮ 由美子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵﾐ/ﾎｿﾔ ﾕﾐｺ Ｓ/Ｓ
1212 笠松企画 アリエッタ 笠茂 幸恵/保科 亜美 ｶｻﾓ ﾕｷｴ/ﾎｼﾅ ﾂｸﾐ Ｓ/Ｓ
1213 ぎゃるチーム278 森下 ⾥奈/田⼝ 菜生/柏 澄江 ﾓﾘｼﾀ ﾘﾅ/ﾀｸﾞﾁ ﾅｵ/ｶｼﾜ ｽﾐｴ Ｓ/Ｓ/Ｓ
1214 La Peche 井⼝ 有子/細川 寿美子/⼩島 利恵/原 真紀 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ/ﾎｿｶﾜ ｽﾐｺ/ｺｼﾞﾏ ﾘｴ/ﾊﾗ ﾏｷ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1215 難聴かな︖「あとちょっと」 ⼾井田 直子/⼩島 唯/石塚 成美/橘 静⾹ ﾄｲﾀ ﾅｵｺ/ｺｼﾞﾏ ﾕｲ/ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ/ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｽﾞｶ Ｍ/Ｌ/Ｍ/Ｍ
1216 GranDiver 石月 愛梨/栂 まい子/吉田 梨絵/赤間 美智 ｲｼﾂﾞｷ ｱｲﾘ/ﾄｶﾞ ﾏｲｺ/ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ/ｱｶﾏ ﾐｻﾄ Ｍ/Ｓ/Ｍ/Ｓ
1217 TOKINO team  I 糸川 永利子/大塚 春美/⻄尾 佳代/⽵内 寛子 ｲﾄｶﾜ ｴﾘｺ/ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾐ/ﾆｼｵ ｶﾖ/ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｺ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1218 TOKINO team Ｋ 笠原 孝子/笠原 華子/笠原 桃子/横須賀 有佳⾥ ｶｻﾊﾗ ﾀｶｺ/ｶｻﾊﾗ ﾊﾅｺ/ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｺ/ﾖｺｽｶ ﾕｶﾘ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｓ
1219 TOKINOteamTYMM ⻘山 ⿇⾐子/塩原 みずき/山⼝ 優子/笠松 朋子 ｱｵﾔﾏ ﾏｲｺ/ｼｵﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ/ｶｻﾏﾂ ﾄﾓｺ Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｍ


