
ゼッケン チーム名 地区 氏名 ゼッケン チーム名 地区 氏名
601 anySTYLE 神奈川県 龍池　哲也 607 東京都 安永　豊
602 神奈川県 島野　友秀 637 兵庫県 月光　幹雄
603 くるま旅 大阪府 宮田　隆一 652 大阪府 石村　佑樹
604 Collina Z 神奈川県 内川　健
605 愛知県 藤原　一成 ゼッケン チーム名 地区 氏名
606 神奈川県 栗林　陽⾄ 木村　高志
608 O-RACINGチーム仙田 岐阜県 中地　優喜 上野　諒
609 静岡県 田爪　紀雄 森　祐二
610 神奈川県 泉沢　信明 熊木　浩史
611 東京都 海⽼原　貴弘 田辺　憲一
612 KT会⾃転⾞部 東京都 越仮　康雅 右高　一成
613 HERMAN 静岡県 梅島　一悦 山田　隼人
614 千葉県 清水　幹夫 小石　瑛文
615 神奈川県 濱口　和義 山本　貴幸
616 神奈川県 遠山　信司 安田　光希
617 神奈川県 野田　茂治 大江　佳史
618 東京都 栗岡　利明 松岡　四郎
619 埼玉県 楢原　清司 小松　隆
620 高電圧注意 三重県 谷澤　之彦 ⻘山　将也
621 静岡県 杉山　由展 竹本　圭吾
622 Team ELF-IN 千葉県 舟越　洋司 田村　浩樹
623  ビバーチェ 掛川 静岡県 荒井　克広 今飯田　崚佑
624 Go!temba CT 静岡県 近藤　弘樹 杉浦　正汰
625 とりちゃんず 愛知県 鳥居　厚夫 伊藤　智哉
626 三重県 阿野田　佳紀 碓氷　篤也
627 三重県 阿野田　将人 前田　淳一
628 大阪府 丸山　伊知郎 古家　正嗣  
629 VIVACEかけがわ 静岡県 ⼾田　慎吾 大曽根　和登
630 KARASU 京都府 山上　勇次 荒島　謙
631 KARASU 埼玉県 川辺　翔 印南　智仁
632 KARASU 大阪府 瀧山　正樹 村瀬　智洋
633 KARASU 京都府 小山　翔伍 山本　守恭
634 KARASU 大阪府 ⻑畑　陽介 小塚　和浩
635 karasu 京都府 中野　武史 島本　篤樹
636 愛知県 ⻑谷中　建亮 櫻井　健児
638 DEWサイクリングチーム ⻑野県 下澤　光男 山根　和也
639 愛知県 田中　秀明 氣賀澤　哲哉
640 神奈川県 山口　尚宏 岩佐　憲幸
641 神奈川県 安達　良次 藤野　政和
642 静岡県 本木　公彦 井尻　学
643 マゼランシステムズジャパン 大阪府 井上　亮 ⼯藤　兼一郎
644 Innocent 東京都 保坂　恭平 森本　耕太
645 愛知県 藤原　英晃 井上　樹
646 Innocent 東京都 荒瀧　隆公 ⻘山　勝昭
647 ⽇⽴建機 茨城県 小辻　匡平 ⽩岩　利映
648 C.viento 静岡県 三改木　英隆 加藤　秀幸
649 SuperDATRacing 神奈川県 堀池　成一郎 兼田　学
650 三重県 田端　清司 高柳　洋一
651 bici-okadaman 静岡県 大石　⼒也 下津裏　久史
653 エキップUレーシング 東京都 谷本　將洋 前原　信隆
654 シクロクラブ 埼玉県 市川　雄一 ⿊田　健二
655 Rosso　Scuderia 静岡県 豊田　健 近藤　圭介
656 Rosso　Scuderia 静岡県 豊田　千裕 鈴木　啓太
657 愛知県 Chen　Lifeng 乾　眞寿
658 ペイスターズ 神奈川県 荏原　浩明 北口　修
659 RIDELIFE GIANT 神奈川県 山本　雄哉 髙野　涼美
660 teamTOR 東京都 角田　拓郎 高木　博⾏
661 茨城県 宮野　直也 仲川　忠幸
662 club.viento 静岡県 山形　昌士 岩内　隆典
663 尾根緑ランナー 東京都 佐藤　秀彦 高⾒　洋平
664 パインヒルズ90 神奈川県 高橋　利尚 山田　智也
665 レザン山梨 山梨県 大久保　翼 木島　拓哉
666 Innocent 東京都 柴田　瑛一

714 笹原サイクル-B 神奈川県

715 チーポン 千葉県

716 こんどーレーシングA 東京都

717 こんどーレーシングB 東京都

710 甘噛みしすたぁず 愛知県

712 地方マンズ 大阪府

708 KT会⾃転⾞部A 神奈川県

709 ブルーインパルス 京都府

705 ゆるチャリ△ 愛知県

707 SHOWA 静岡県

703 ワイワイエフ 愛知県

704 春は⾃転⾞の季節〜︕ 愛知県

701 AKB54 愛知県

702 すいまーず 愛知県

6時間︓ロード 【ソロ】 6時間︓ロード以外 【ソロ】

6時間︓ロード 【チーム】



ゼッケン チーム名 地区 氏名
ゼッケン チーム名 地区 氏名 鈴⽊　健悟

⼭梨　充照 貝原　洋
⼭本　学 大島　フミヤ
大坂　誠 吉岡　誠

大橋　智也 朝⽐奈　裕
⻑沼　隆⾏ 鍋田　恵祐
上野　彬 伊藤　翔
内藤　諒 圷　貴大

村松　俊明 桑原　涼太
安井　理裕 松廣　克之
⼭下　皓己 渡辺　剛
伊藤　正則 渡辺　学
廣瀬　智章 熊本　智臣
中嶋　太市 佐藤　隆太朗
湯本　建法 齊藤　健治
林　和隆 橋爪　俊樹

柴田　真宏 大串　優弥
牛田　伸 大串　翔太

鴨田　拓実 内⼭　裕紹
⿊仁田　忠⼠ 佐藤　大輔
河村　康文 ⻑⾕川　耕太郎

⼩原　健太郎 中本　裕朗
塩⾕　武 ⻑友　豊

伊藤　保之 岡崎　茂美
竹田　友伸 ⼩林　幹
⼩泉　直樹 伊藤　政宏
⻄田　真則 鈴⽊　寛之
富田　誠樹 由利　喜道
菅原　健一 上之薗　祐司
柴田　明季 渡辺　龍一

花田　敬次郎 猪爪　貴博
牧野　剛⼠ 下村　祥之
田中　伸宜 本名　孝広
酒向　哲史 椎橋　一喜
岩本　成奥 田頭　悟
⼭岸　尚崇 森　将大
石渡　雅大 内田　智章

横⼭　慎太郎 岩井　達一
林田　成也 岡村　琢⺒
⻫藤　誠⼆ 村岡　佑真
田中　貴弘 湯澤　貴久
森下　司 三原　一能

宮内　浩⼆ 平尾　真樹子
坂本　征謙 渡辺　好美
津田　鑑十 柴田　鷹之
浜口　英作 佐藤　昌之
⿊⽊　利裕 岡崎　勇志
高田　雅之 渡辺　重哉
中島　寛充 古賀　星吾
宇井　孝爾 細⾕　智昭
⻄⼭　雅博 河田　良介
武藤　靖之 佐藤　雅尚
中川　友明 白石　真之
⻘⼭　直樹 鈴⽊　和仁
⼩田　真輝 柴田　祐介
高尾　毅 田村　健次郎
前田　剛 廣瀬　智彰
守⼭　徹 目代　陽考

重野　広介 ⼩坂　貴宏
中⾕　憲 佐合　貴
吉田　耀 海⽼原　幸雄

梅村　太一 市村　健一
浅利　大輔
杉本　修⼆
野口　宏

メデリストＮＯ２ 東京都760

ことりのおやつ（・8・） 東京都

759  （メデリスト）ＮＯ１ 東京都

761 メデリストＮＯ3 東京都

6時間︓ロード 【チーム】

754 ピナローザ

752 キャッチアスイフユーキャン︕

753 CLUB Well done

720 チーム⼭下 静岡県

721 GM Yamanashi ⼭梨県

718 CHB 静岡県

719 ⾦町りんりん倶楽部 茨城県

芋虫ペダル ⻑野県

725 team sora 神奈川県

722 GMゆかいな仲間たち 愛知県

723 しだすま 神奈川県

728 BERKSHIRE  B 愛知県

729 BERKSHIRE  A 愛知県

726 ロス・インゴベルナブレス 愛知県

727 Section9

735 S-GRIPs 愛知県

奈良県

731 マグロツアー 東京都

732 クライマーズハイ１ 三重県

静岡県

755 Cycle K#1 東京都

756 Cycle K#2 東京都

757

静岡県

神奈川県

静岡県

730 ちょお待ってや︕

736 静岡県

739 T8R5 茨城県

740 ガッビアーノと仲間たち 東京都

734 三河ゴリッツェン 愛知県

733 クライマーズハイA

G.O.TBikeClub

741 習志野サイクリングOB

748 チームさといちに

751

724

三重県

744 チャリカツ△

平日温泉ライダース　チームB

愛知県

埼玉県

東京都

749 チームＳ 神奈川県

750 平日温泉ライダース　チームA 埼玉県

神奈川県

747 チームさといちいち 東京都



ゼッケン チーム名 地区 氏名
奥野　燦益
廣久保　望
⻑井　慶太
笹原　信仁
若林　研仁
藤井　賢

⻄尾　俊彦
水上　健心
清水　良⾏
山本　兆

綾部　勇成

ゼッケン チーム名 地区 氏名
太⽥　⻫
太⽥　翼
太⽥　栞

渡邊　真和
⽩坂　僚

藤原　理恵⼦
渡邊　雄太
秋山　健二
秋山　千治
大井　香澄
池⽥　新

喜⽥　江⾥⼦
牛　孟洋
⽊⾥　勝

河尾　輝彦
河尾　眞由美
佐藤　浩史
⽥畑　正彦
杉山　尚之
大矢　真佳
芹⽥　智
芹⽥　翠
芹⽥　悠
芹⽥　舞
芹⽥　望

芹⽥　大輔
井村　伸朗

⽣本　⿇梨⼦
新美　圭介
花村　遼

平松　智⼦
近藤　清人
近藤　大智
荒川　翔太
高⽥　光

佐藤　秀優
福⽥　英樹
栗原　知美

6時間︓ロード 【チーム】

801 航空ＯＢ　Ａチーム 東京都

802 航空ＯＢ　Ｂチーム 東京都

803 グローブライド 東京都

805 神奈川県WAKO'Sレーシングチーム

トライアスロンクラブアルファ 愛知県

706 VO2MAX CYCLEON 埼玉県

6時間︓男⼥混合 【チーム】

738 Y練Black

711 葉⽉山の会　⾃転⾞競技部　 神奈川県

713 チーム宙明 静岡県

神奈川県

758 つっつるとくりぼー師弟コンビ 埼玉県

737 innocent IKN 東京都

745 只爽走

742 ENLチャリ部

743 team SRT

静岡県

東京都

神奈川県

746
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