
第2回 富士スプリングエンデューロ
参加選手リスト

静岡県 富士スピードウェイ4/272019.4.27（土）

アタック100・男子

アタック100・女子

アタック150

アタック180

4時間エンデューロ・ロード

4時間エンデューロ・男女混合

4時間エンデューロ・ファミリー

6時間エンデューロ・ロード

6時間エンデューロ・男女混合



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 1069 愛知県 和田　宗浩

1001 シクロクラブ 千葉県 望月　昇 1070 神奈川県 石田　茂雄

1002 VIVA☆ZAPPEI 神奈川県 柳田　靖 1071 MEDALIST.bd 神奈川県 三澤　進

1003 シクロクラブ 東京都 片山　進平 1072 東京都 藤井　淳次

1004 ＣＷＳ吉祥寺 東京都 山本　正文 1073 D-Try 東京都 木村　功

1005 シクロクラブ 群馬県 長岡　高志 1074 teamYOUCAN 山梨県 大倉　壮

1008 MIVRO 東京都 萩原　大介 1075 ＩＭＥレーシング 東京都 酒井　浩一

1009 チームKIYO 神奈川県 岡見　精亮 1076 IMEレーシング 東京都 奈村　遼

1010 神奈川県 坂本　寛和 1077 IMEレーシング 東京都 小川　剛司

1011 37A 千葉県 早苗　達也 1078 IMEレーシング 東京都 藤田　雄大

1012 ThonglorBike関東 神奈川県 萩原　泉 1079 TEAM YOUCAN 静岡県 細川　健太

1013 クラブウェルダン 神奈川県 小澤　流 1080 IMEレーシング 千葉県 清水　智彦

1014 Club Well done 神奈川県 池田　和規 1081 TEAM YOU CAN 東京都 古賀　圭佑

1015 クラブウェルダン 東京都 西村　信一 1082 SHOROs 愛知県 中元　浩二

1016 ロードロ 神奈川県 桜井　誠 1083 SHOROs 愛知県 加藤　正伸

1017 クラブ ロードロ 神奈川県 七瀬　智宏 1084 SC雪山部 愛知県 越　大輔

1018 クラブ　ロードロ 神奈川県 宮田　大樹 1085 雪庇歩き 愛知県 杉本　憲一

1019 千葉県 岩間　隆 1086 埼玉県 越　直樹

1020 東京都 関　浩一 1087 茨城県 宮本　延明

1021 埼玉県 飯塚　清貴 1088 静岡県 白柳　元司

1022 愛知県 岡村　拓 1089 静岡県 野村　行人

1023 東京都 古宮　元文 1090 Teamスクアドラ 大阪府 犬伏　雄一

1024 オカムラユウ 東京都 岡村　祐 1091 東京都 村田　豊

1025 山梨県 飯野　正紀 1092 静岡県 藤本　欣史

1026 静岡県 夏目　拓郎 1093 Team 黒い三連星 東京都 吉田　健

1027 TEAM 光 愛知県 河野　史瑛呂 1094 twin 神奈川県 池田　常昭

1029 チーム光 愛知県 高橋　正直 1095 神奈川県 原　良正

1030 ミソノイレーシング 静岡県 久田　健児 1096 山梨県 松本　成輔

1031 神奈川県 真下　亮之 1097 静岡県 椎名　祐司

1032 野毛山エクスプレス 神奈川県 渡邊　真和 1098 GFR 愛知県 小林　茂

1033 野毛山エクスプレス 神奈川県 白坂　僚 1099 愛知県 西村　拓

1034 野毛山エクスプレス 神奈川県 渡邊　雄太 1100 アトリエフルーブ 東京都 宮木　茂雄

1035 野毛山エクスプレス 静岡県 白岩　利映 1101 愛知県 松岡　慎司

1036 尾二中年 愛知県 小川　勝司 1102 静岡県 仁枝　大貴

1037 野毛山エクスプレス 神奈川県 青山　勝昭 1103 埼玉県 滝沢　弘三

1038 笹原サイクル 神奈川県 加藤　秀幸 1104 愛知県 郷　剛典

1039 神奈川県 糸井　高行 1105 静岡県 岡崎　一輝

1040 千葉県 新垣　正泰 1106 Team M 奈良県 土井　敏司

1041 yns cycling 千葉県 梅本　哲之 1107 神奈川県 風見　慶浩

1042 神奈川県 中島　崇史 1108 Team M 奈良県 三浦　茂

1043 東京都 梅本　浩 1109 Team M 奈良県 三浦　純

1044 一人走友会 神奈川県 細田　実 1111 bikeport R.R 東京都 嶋崎　大

1045 蒼い彗星 愛知県 高橋　敦 1112 埼玉県 矢野　健太郎

1046 楽車小隊 神奈川県 井手　貴大 1113 FCガルセロナ 埼玉県 津久井　寛之

1047 Adagio 神奈川県 山田　喜久 1114 静岡県 渡辺　俊輔

1048 デカ尻コーギーはSSだぜ!! 千葉県 岩瀬　宜大 1115 FCGarcelona越谷 東京都 篠本　泰介

1049 SFSレーシング 静岡県 多田　倫明 1116 静岡県 木内　浩

1050 Ｏｰﾚｰｼﾝｸﾞ 愛知県 仙田　康宏 1117 TEAM GIRO 東京都 小林　健輔

1051 埼玉県 高橋　一朗 1118 バイク・パラスター 兵庫県 神　亮介

1052 神奈川県 長瀬　貴之 1119 バイク・パラスター 神奈川県 能登　拓也

1054 神奈川県 斉藤　昭弘 1120 バイク・パラスター 神奈川県 金田　史門

1055 東京都 小野　康彦 1121 愛知県 吉田　伸一
1056 TEAM HORI 神奈川県 堀之内　孝一 1122 NAMAZU 神奈川県 山口　大裕
1057 日本平 夜レンジャー 静岡県 手塚　健太 1123 KMCycleIbex 神奈川県 中村　太
1058 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨　優一 1124 アングルドロア 東京都 阿部　倫也
1059 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨　浩樹 1125 VIVACE掛川 静岡県 舘田　勝敏
1060 しゅうめん 静岡県 川崎　秀二 1126 東京都 木村　有作
1061 静岡県 竹下　秀司 1127 ノリタカレーシング 埼玉県 市川　謙吾
1062 ななかまど 神奈川県 田村　政喜 1128 静岡県 阿部　浩
1063 TEAM ソラパパ 静岡県 秋山　健二 1129 静岡県 鈴木　貴大
1064 O-RACING 岐阜県 城本　忠司 1130 チームソボビッチ 静岡県 増田　知朗
1065 岐阜県 石大　洋志 1131 神奈川県 成沢　雄太
1066 twocycle 静岡県 長谷川　剛士 1132 KKTC 神奈川県 石戸　良
1067 Ｄ－Ｔｒｙ 神奈川県 穂積　一志 1133 KKTC 東京都 鈴木　剛
1068 Ｄ－Ｔｒｙ 東京都 松居　信貴 1134 KKTC 神奈川県 加藤　武志

アタック100・男子



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 1202 SDL 静岡県 中村　永

1135 東京都 宮川　正和 1203 チーム・コバリン 山梨県 清水　久

1136 KKTC 神奈川県 田中　健作 1204 愛知県 Chen　Lifeng

1137 KKTC 神奈川県 柿井　栄治 1205 東京都 松岡　優

1138 KKTC 神奈川県 坂井　格 1206 東京都 清水　寛岳

1141 M-Plan 千葉県 世古口　良 1207 atc 山梨県 相川　光

1142 東京都 堀江　弘二 1208 天狗党 愛知県 奈良　正一

1143 東京都 高嶋　利之 1209 インナーロー 千葉県 市原　義信

1144 神奈川県 橋隅　和明 1210 ペイスターズ 神奈川県 荏原　浩明

1145 岐阜県 太田　祐介 1212 神奈川県 大友　佑三

1146 静岡県 近賀　哲也 1213 静岡県 田林　俊祐

1147 静岡県 近賀　博至 1214 神奈川県 毛利　次郎

1148 ノリタカレーシング 東京都 小池　和紀 1215 静岡県 大石　剛広

1149 蕎麦宗 静岡県 杉山　達彦 1216 TS三島F 静岡県 乾　英介

1150 蕎麦宗 静岡県 木村　雄一郎 1217 山梨県 村田　水

1151 航空電子自転車競技部 東京都 久保　光司 1218 SAKAI★RACING 三重県 田山　秀嗣

1152 航空電子自転車競技部 東京都 田口　和弘 1219 Route148 神奈川県 佐藤　右一

1153 蕎麦宗 静岡県 芳賀　高明 1220 愛知県 白鳥　正美

1154 蕎麦宗 静岡県 佐藤　智樹 1221 東京都 山本　敦

1155 沼津高専 静岡県 新村　大起 1222 神奈川県 持田　成雄

1156 ユリタエタクマン 静岡県 西條　秀樹 1223 神奈川県 矢野　一徳

1157 東京都 金子　誠 1224 東京都 松村　一正

1158 team Peaks 長野県 藤森　俊哉 1225 静岡県 小倉　健司

1159 東京都 米谷　良之 1226 東京都 柳澤　周作

1161 神奈川県 石渡　善浩 1227 天狗党 愛知県 高橋　栄蔵

1162 静岡県 佐野　辰幸 1228 aprico 東京都 田邊　秀明

1163 加瀬塾 東京都 矢島　直人 1229 SWIFT RT 静岡県 川口　将志

1164 静岡県 北上　紘生 1230 TeamLion 東京都 坂大　一雄

1165 splash　friendo 山梨県 松永　有史 1231 静岡県 齋藤　哲哉

1166 SHUT UP LEGS 東京都 松永　智文 1232 OUTER ONLY 静岡県 田中　圭

1167 静岡県 勝又　靖博 1233 チームワコー 静岡県 山田　泰広

1168 静岡県 高畑　巡 1235 チームワコー 静岡県 鈴木　康久

1169 東京都 岩城　勤也 1236 チームワコー 静岡県 遠藤　宏一

1170 埼玉県 佐藤　太材 1237 弱虫パドル 神奈川県 山本　慧

1171 G.O.T bikeclub 静岡県 朝比奈　裕 1238 弱虫パドル 神奈川県 山本　靖

1172 神奈川県 Itasaka　Hideki 1239 静岡県 平野　誠一

1173 たかだフレンド 神奈川県 松永　康生 1240 愛知県 安田　仁

1174 東京都 大木　慎司 1241 SuperDATRacing 神奈川県 堀池　成一郎

1175 Team右逢左逢 神奈川県 市原　洵 1242 Let's cycling 静岡県 有賀　正人

1176 SCBC 静岡県 辻山　寛和 1243 埼玉県 富田　和義

1177 SCBC 静岡県 池田　幸司 1244 静岡県 渡辺　好美

1178 中島サイクル 神奈川県 佐藤　健雄 1245 静岡県 飯田　俊介

1179 SCBC 静岡県 出口　正悟 1246 静岡県 金澤　智浩

1180 MKU.BC 静岡県 木本　貴徳 1247 FM730 静岡県 阿久津　健太郎

1181 TSCBC 静岡県 中右　昌邦 1248 Let's cycling 静岡県 智也　大矢

1182 G.O.TBikeClub 静岡県 鍋田　恵祐 1249 神奈川県 五十嵐　良

1183 TSCS 静岡県 村橋　健太郎 1250 let's cycling 静岡県 杉山　成一

1184 長野県 大西　昇帆 1251 OuterOnly 静岡県 小湊　恭平

1185 俺、総勢1名参陣！ 愛知県 宮崎　良知 1252 Let's cycling 静岡県 大倉　光弘

1186 ひさかず 愛知県 水野　久和 1253 Let‘ cycling 静岡県 永野　賢一

1187 岡村記念病院 静岡県 山本　賢二 1254 湘南浪漫 神奈川県 奈良　智晃

1188 神奈川県 元吉　洋一 1255 東京都 東原　研二
1189 愛知県 村上　賢次 1256 神奈川県 色川　耕扶
1190 静岡県 川名　康弘 1257 Peek a Boo 神奈川県 松村　尚毅
1191 SDL 静岡県 島口　絢伍 1258 IME Racing 神奈川県 酒井　寛幸
1192 ONSUN 神奈川県 三田村　正寛 1259 神奈川県 坂巻　徹
1193 神奈川県 秋元　裕介 1260 静岡県 鈴木　秀典
1194 静岡県 佐藤　敏健 1261 静岡県 望月　優人
1195 SDL YAMAHA 静岡県 吉田　裕児 1262 Peek-a-Boo 東京都 橋爪　大樹
1196 静岡県 白鳥　祐吾 1263 東京都 森　将大
1197 YUJI@山梨 山梨県 坪口　勇次 1264 神奈川県 中島　浩二
1198 長野県 重田　利靖 1265 豆サイクリングチーム 神奈川県 佐野　信章
1199 チーム・コバリン 山梨県 堀　隆博 1266 愛知県 喜多村　仁志
1200 静岡県 西口　友広 1267 TEAM ARI 神奈川県 野村　勉
1201 TAG 千葉県 田中　正司 1268 磐田ヴォルフェン 静岡県 杉山　健太

アタック100・男子



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 1336 東京都 鎌田　満

1269 湘南浪漫NIMBLEWEAR 神奈川県 関　隆芳 1337 神奈川県 君島　和久

1270 磐田ヴォルフェン 静岡県 成瀬　公裕 1338 Team SHIDO 東京都 大久保　徹

1271 静岡県 新名　健 1339 東京都 花岡　大樹

1273 Team Ari 神奈川県 渡辺　敏 1340 チームリオン 東京都 永田　進

1274 湘南浪漫 神奈川県 真山　敬司 1341 東京都 田村　浩二

1275 Peek-a-Boo 神奈川県 篠原　諒 1342 HAL 静岡県 瀬戸　正治

1276 FGCP御殿場シクロクラブ 静岡県 勝間田　隆章 1343 神奈川県 阿部　裕志

1277 長野県 新井　隆司 1344 Team SHIDO 東京都 滋野　春紀

1278 神奈川県 尾家　正洋 1345 ニーハイエゴイスト(仮) 静岡県 山内　和哉

1279 F Training 静岡県 天野　至 1346 NittoCC ACC 愛知県 竹本　慎吾

1280 LIFE,,, 静岡県 村井　資明 1347 千葉県 秋山　志津男

1281 埼玉県 武笠　玲央 1348 東京都 小田木　進祐

1282 RCC 東京都 中村　弘幸 1349 神奈川県 芝山　瑠透

1283 静岡県 石川　勇人 1350 神奈川県 芝山　善之

1284 静岡県 鈴木　優介 1351 Pedalist 神奈川県 中村　通伸

1285 東京都 加藤　大和 1352 輪猿ＰＴ　Hamamatsu 静岡県 中島　隆行

1286 東京都 望月　喜和 1353 東京都 鳥海　政人

1287 カークラッシャーズ 愛知県 中村　彰希 1354 ㈲ヌメック山梨 自転車競技部 山梨県 丹澤　慧

1288 東京都 野村　泰弘 1355 Forz:k山梨 東京都 雨宮　耕基

1289 静岡県 岡田　征之 1356 静岡県 新井　健太

1290 脚が攣るwww. 神奈川県 磯部　渉 1357 静岡県 荻原　知良

1291 愛知県 安藤　博夫 1358 東京都 樗澤　剛

1292 TeamP.P.M 愛知県 羽田　一貴 1359 神奈川県 寺田　慎一

1293 TeamP.P.M 愛知県 諸星　哲也 1360 岐阜県 加藤　達也

1294 静岡県 鈴木　俊祐 1361 WUG！Racing 神奈川県 熱田　裕之

1295 竹芝サイクル 静岡県 斉藤　英代 1362 埼玉県 並木　正次

1296 ＦＵＳＩＯＮ 静岡県 梅島　一悦 1363 愛知県 小祝　亮太郎

1297 中井組⑧ 愛知県 森　厚平 7003 笹原サイクル 笹原　信仁

1298 中井組⑦ 愛知県 濱田　貴之 7014 スポーツキッド 東京都 前田　隆世

1299 中井組⑥ 愛知県 大向　理生 7016 スポーツキッド 東京都 滝口　智

1300 あさやけレーシング 神奈川県 衛藤　浩二 7017 スポーツキッド 東京都 遠藤　康晶

1301 静岡県 金谷　太陽 7018 スポーツキッド 東京都 稲山　貴明

1302 静岡県 金谷　太一

1303 あさやけレーシング 神奈川県 嶋崎　剛 ゼッケン チーム名 地区 氏名

1304 神奈川県 羽上田　明彦 1006 シクロクラブ 埼玉県 石井　裕美

1305 神奈川県 深津　裕一 1007 シクロクラブ 東京都 海部　久実

1306 愛知県 伊藤　裕久 1028 愛知県 棚橋　奈菜

1307 あさやけレーシング 東京都 齋藤　和彦 1053 埼玉県 田上　萌々子

1308 GROVE港北 神奈川県 林　恭彦 1110 Team M 奈良県 三浦　愛

1309 愛知県 軸丸　広樹 1139 神奈川県 廣瀬　博子

1310 静岡県 榊原　俊介 1140 M-Plan 埼玉県 熊谷　有香子

1312 構造計画研究所 神奈川県 岡山　信男 1160 東京都 米谷　協子

1313 東京都 横尾　寛 1234 チームワコー 静岡県 山田　李恵子

1314 静岡県 三瓶　勇次 1272 IME Racing 埼玉県 川上　愛美

1315 東京都 青木　健至 1311 東京都 小松　亜希子

1316 SCH銀輪部隊 静岡県 菅野　勝義 1331 静岡県 藤田　あゆみ

1317 SCH銀輪部隊 静岡県 山田　晃久 7015 スポーツキッド 東京都 根本　香織

1318 静岡県 原田　卓也

1319 愛知県 春原　正樹 ゼッケン チーム名 地区 氏名

1320 三重県 樋口　裕一 1501 VIVA☆ZAPPEI 東京都 上野　英子

1321 ろーさぽ 千葉県 澤崎　恭輔 1502 MIVRO 東京都 榎本　美帆
1322 千葉県 澤崎　稔 1503 ミソノイレーシング 静岡県 沼田　信子
1323 静岡県 藤本　浩太 1504 静岡県 増田　聡子
1324 神奈川県 佐藤　拓 1505 イナーメ信濃山形 埼玉県 高橋　瑞恵
1325 京都府 三股　弘明 1506 Life 静岡県 西ケ谷　未歩
1326 京都府 三股　正彦 1507 IMEレーシング 東京都 手塚　悦子
1327 東京都 鎌田　学 1508 Innocent 東京都 永井　愛衣
1328 茨城県 菊池　健太 1509 Team 自転車処 風輪 千葉県 野崎　桃世
1329 Team SHIDO 神奈川県 長澤　祐一 7013 スポーツキッド 東京都 松山　正美
1330 ぽっチャリ?楽部 静岡県 Oomura　Yasuaki
1332 静岡県 古畑　香一
1333 WAPPA 神奈川県 鈴木　岳志
1334 NNLLレーシングサイクル 山梨県 川口　真矢
1335 Regina 神奈川県 千原　武重

アタック100・男子

アタック100・女子

アタック150



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 1868 鈴鹿HC 三重県 仲村　剛

1801 CWS吉祥寺 東京都 太田　真 1869 Teamスクアドラ 大阪府 犬伏　輝斗

1802 CWS吉祥寺 東京都 福富　洋平 1870 埼玉県 関根　大地

1803 CWS吉祥寺 東京都 小清水　照満 1871 Innocent 神奈川県 山本　雄哉

1804 VIVA☆ZAPPEI 東京都 上野　真 1872 神奈川県 中村　公信

1805 東京都 菅野　茂樹 1873 埼玉県 市川　雄一

1806 静岡県 荒井　克広 1874 静岡県 山下　貴央

1807 CWS吉祥寺 東京都 松尾　直明 1875 東京都 福永　幸哉

1808 埼玉県 川島　昭博 1876 静岡県 川本　達浩

1809 シクロクラブ 埼玉県 香立　武士 1877 なるしまフレンド 静岡県 櫻井　一輝

1810 東京都 佐藤　和昭 1878 コイト電工（株） 静岡県 上杉　昭栄

1811 愛知県 藤原　英晃 1879 Go!temba CT 静岡県 近藤　弘樹

1812 Cloud9@おっとっと戦士 神奈川県 鈴木　章恭 1880 オヤジ朝練 神奈川県 安部　亙

1813 神奈川県 鶴田　和弘 1881 静岡県 早川　治伸

1814 positivo 神奈川県 小池　岳太 1882 KMCYCLE IBEX 神奈川県 内田　拓真

1815 MIVRO 埼玉県 堺　直樹 1883 ノースイーストスター庄ちゃん 静岡県 庄司　浩将

1816 クラブ ロードロ 神奈川県 友田　博和 1884 エキップUレーシング 東京都 谷本　將洋

1817 神奈川県 渡邊　慎太郎 1885 アングルドロア 埼玉県 山下　直久

1818 シデシコ・サイクリング 東京都 佐藤　秀彦 1886 BONDS静岡サイクルRT 静岡県 山本　裕昭

1820 愛知県 高木　成郎 1887 SMブロス 静岡県 山本　正和

1821 ミソノイレーシング 静岡県 石川　哲章 1888 SCBC 静岡県 辻　政嗣

1822 TEAM光 愛知県 塚本　清太 1889 三重県 津村　将彦

1823 TEAM光 静岡県 山内　譲太 1890 竹芝サイクルレーシング 愛知県 清宮　洋幸

1824 神奈川県 後藤　柾二 1891 DESTRA 愛知県 酒井　智寛

1825 高電圧注意 三重県 谷澤　之彦 7006 Champion System Japan Test Team 石川　正道

1826 ケンイチサイクル  静岡県 齋藤　健一 7007 スポーツキッド 東京都 松山　智樹

1827 ミソノイ 静岡県 森川　恭徳 7008 スポーツキッド 埼玉県 吉田　晴彦

1828 Roppongi Ex 埼玉県 高橋　誠 7009 スポーツキッド 東京都 池田　隼佑

1829 東京都 安永　豊 7010 スポーツキッド 東京都 宇田川　塁

1830 Collina Z 神奈川県 内川　健 7011 スポーツキッド 東京都 塩野　淳平

1831 ガツ盛りはロックだ！ 愛知県 高木　洸矢 7012 スポーツキッド 東京都 蠣崎　藍道

1832 神奈川県 宮崎　和典

1833 かたつむり隊 新潟県 杉島　正康

1834 Collina Z 東京都 永田　健太郎

1835 チーム スクアドラ 大阪府 佐藤　友飛

1836 昭和大学自転車競技部 神奈川県 伊與部　隼矩

1837 昭和大学自転車競技部 神奈川県 松井　容

1838 愛知県 芳賀　正宜

1840 anySTYLE 神奈川県 龍池　哲也

1841 (有)松崎製麺工場 埼玉県 松崎　克己

1842 石川県 松井　大悟

1843 チームＣＢ 神奈川県 大澤　淳真

1844 零式 愛知県 入谷　康視

1845 クラブGiro 愛知県 田村　誠

1846 Club　viento 静岡県 三改木　英隆

1847 静岡県 下池　和幸

1848 楽車小隊 神奈川県 山口　尚宏

1849 O-RACINGチーム仙田 岐阜県 中地　優喜

1850 三重県 阿野田　将人

1851 コンパーレ 神奈川県 小島　渉

1852 静岡県 新谷　剛宏

1853 新潟県 小林　正和
1854 桜台レーシングチーム 静岡県 高橋　伸成
1855 オカモト株式会社 静岡県 川又　直
1856 埼玉県 坂本　博史
1858 三重県 阿野田　佳紀
1859 大阪府 山口　和久
1860 大阪府 田代　亘
1861 TEAM YOU CAN 静岡県 大塚　潤
1862 神奈川県 手柴　憲人
1863 BC.timer's 静岡県 石川　健太朗
1864 神奈川県 栗林　陽至
1865 i legami 湘南 神奈川県 堀之内　俊
1866 埼玉県 新倉　和彦
1867 静岡県 杉山　由展

アタック180



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 横山　敦也

畑中　忍 片岡　純也

河野　ちさと 山本　晃揮

古郡　裕美子 山本　率揮

上野　諒 中村　知博

佐々木　隆弘 原　雄一

葛綿　正行 林　和久

葛綿　崇 福井　謙次

小長谷　逸平 鈴木　翔太

町田　進 森木　翼

菊池　啓 岩田　茂

小宮　僚介 寺崎　淳

吉越　優太 末岡　正充

鳥海　秀明 松永　正敏

小口　慎雄 青木　佳史

寺内　大悟 森田　佳樹

大槻　太一 石田　隆彦

小池　和人 中野　博之

内山　尚彦 木下　潤

鵜飼　正宣 水野　裕貴

梶原　脩 濱野　巧勝

大嶽　智幸 村中　優太

掛巣　真吾 海野　芳敬

大橋　涼平 楠　直也

大橋　洋司 岡崎　かな

迫田　浩之 岡崎　幸司

小林　修 伊藤　正之

種井　裕光 市橋　誠一

嶋村　真 天明　真人

原島　雅和 秋田　博之

吉田　俊則 高尾　英彦

塚田　潤司 麦島　幾雄

大庭　章 佐々木　佑治

杉元　勝巳 植松　学

舘林　由幸 勝村　信一

山形　弘志 梶　弘幸

岩澤　正博 中川　翼

小嶋　太郎 勝村　岳大

戸田　寛幸 村本　正義

池　飛年 外山　順敏

福田　次郎 加藤　正重

満間　智 鳥巣　泰弘

中川原　祐司 鈴木　亮

山田　將仁 大橋　満

重野　広介 杉山　崇

梅村　太一 高安　朗弘

吉岡　誠 霜垣　亮太

大島　フミヤ 小野田　壮好

町本　洋一 武内　一成

鈴木　健悟 藤井　駿

山本　怜 清水　けんいち

中谷　憲 山田　和寛
吉田　耀 齊野　友統
貝原　洋 青野　紘士
柴田　翼 米村　広一郎
畑中　渉 橋本　洋介

橋本　陽介 中井　慶吾
和田　健利 永井　敦
奥村　昌生 小栗　春紀
山田　博史 高本　聡
新井　秀行 鈴木　雄大
中　秀之 瀬尾　洋充
菅井　新 保崎　一司

永田　邦生
見市　悦史

4017

4018

4019

4020

4022

4010

4011

4012

4014

4015

4001

4005

4006

4008

4009

東京都

愛知県

愛知県

静岡県

愛知県

三重県

チームiQalte

チームくろねこ

東京都

神奈川県

東京都

長野県

岐阜県

岐阜県

静岡県

愛知県

静岡県

鹿児島県

航空電子自転車競技部 東京都

firstbikes-C

たてりんぽた

ほぼ３０代ライダーズ

Chari-G'z

三河ゴリッツェン（ウサギ）

TMP

チームPLANET

firstbikes-A

firstbikes-B

みんずぅ ばいく

チームサガミ

チームK

ＡＫ軍團

航空電子自転車競技部

4時間エンデューロ・ロード 

4024

4026

三河ゴリッツェン(ゴリラ)

ゴリッツェン　イカレチーム

愛知県

愛知県

4027

4029

みかん大好き 大阪府4030

チーム杏奈 埼玉県4033

4038

4039

つるよこ

ジャンチュウ

静岡県

東京都

4040

4041

4043

シルバーウイングス

みつめる Cat'sEye

妖しくCat'sEye

愛知県

愛知県

愛知県

4044

4045

ぼっちれーしんぐ

鉄の掟

静岡県

神奈川県

4046

4047

4049

バイシクルわたなべ

おちんぎんれーしんぐ

おっさん二人じゃしょんないら

静岡県

愛知県

静岡県

4051

4052

Team  MR2

０８８４ＮＳＣ

静岡県

静岡県

4055

4056

CCSFエンジョイチーム

FGCP御殿場シクロクラブＢ

神奈川県

静岡県

4058 FGCP御殿場シクロクラブＡ 静岡県

4059 晴漕雨唱 愛知県

4060 チームVAX 愛知県

4061

4062

4063

ＦＵＳＩＯＮ　Ｂ

ＦＵＳＩＯＮ　Ａ

ふぁうんでーしょん

静岡県

静岡県

愛知県

4064

4065

4066

中井組⑤

中井組③

中井組②

愛知県

愛知県

愛知県

4067

4068

中井組④

中井組①

愛知県

愛知県



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 高野　暖大

中野　真也 市村　健一

荊沢　章宏 野口　宏

鈴木　学 奥野　燦益

石井　雅史 上田　瑛久

岡崎　礼子 長井　慶太

沼野　康仁 若林　研仁

遠松　純子

樋口　功治 ゼッケン チーム名 地区 氏名

吉田　真人 中條　誠

山田　晴大 磯　裕子

田中　宏幸 小林　秀行

杉山　剛史 橋野　友孝

加藤　勝裕 神田　佳枝

塚本　章博 田中　翔悟

鈴木　和視 大釜　萌

杉浦　慎平 小坂　充

鈴木　陽大 吉川　亮平

山岸　亮太 奥田　大智

保戸塚　与 龍川　彩

堀　慎之輔 山本　遥香

浅野　裕一 田中　裕美

澤木　一 古賀　暁彦

岩田　英巳 小川　朋康

服部　剛也 芹沢　洋

立石　朗 山田　克己

岸　勇輔 神田　善明

水野　翔介 神田　千代乃

夫馬　義弘 小池　昭洋

大橋　健治 野田　陽一郎

後藤　修徳 倉本　佳明

松岡　祐介 倉本　真美

鈴木　裕之 細川　広道

渡邉　直樹 細川　寿美子

辰田　和穂 秋元　辰夫

佐伯　享昭 塚田　尚美

飯沼　浩徳 黒田　茂夫

浅川　有三 水澤　典子

倉方　隆也 山田　達也

高橋　裕一朗 岡村　穣

山田　健太郎 岡村　芽

井形　繁雄 岡村　幸子

富田　浩太朗 渡部　俊久

久保田　一輝 渡部　聡枝

河野　孝次 鈴木　保次

鈴木　康史 鈴木　久子

中村　和夫 齋藤　英輔

豊泉　雄哉 望月　彩乃

増田　俊次 田中　純子

長澤　勇 天野　悠

藤田　実 余語　みどり

長谷川　雄二 武井　佑介
井出　直人 安喜　靖幸
井川　民夫 周藤　千尋
柴田　哲宏 中村　美希
白澤　俊政 小林　宏和
伊藤　大倫 白取　春映
原　慶太 村瀬　美緒

佐々木　伸也 見目　正男
當眞　保男 見目　佳苗
石川　明洋 武井　優樹
塩島　哲哉 鬼頭　知広

大久保　静史 鬼頭　里彩子
五十嵐　治和
五十嵐　初美

神奈川県

東京都

神奈川県

大阪府

東京都

東京都

愛知県

神奈川県

静岡県

愛知県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

東京都

神奈川県

東京都

Q

チームKURODA

岡村組

チームTAMA

ぽたりんぐクラブ

風に乗れば夜明け

Coud9 B班

Team T&Y

bikeport R.R

cb plus next

High A-nergy

BEACH 10%

4032

4034

4035

4036

4042

4048

4003

4004

4007

4013

4025

4028

ETF

笹原サイクルAチーム

笹原サイクルBチーム

東京都

愛知県

愛知県

神奈川県

山梨県

4103

7004

7005

4時間エンデューロ・男女混合

4002

愛知県

愛知県

静岡県

神奈川県

静岡県

静岡県

Nitto CC Aチーム

Nitto CC teamB

當眞レーシング

Yamanashi-SWC

東京都

愛知県

静岡県

神奈川県

神奈川県

岐阜県

TDEC Racing 

FASTER

F. C. C. Alba

Bikeport team

team Ｑuintana

チーム茶柱-B

4099

4100

4101

4102

東京パラサイクリング

DESTRA

TEAM NARO 半世紀

TEAM Y DELEZ A

TEAM Y DELEZ B

ＦＡＳＴＥＲ　ＬＬ

4084

4090

4091

4092

4093

4072

4078

4079

4080

4082

4083

4089

静岡県F.C.C. Alba4088

4094 茶柱A 静岡県

静岡県ぽっチャリ倶楽部Ａ4087

愛知県たて輪 with アタ吉4085

4070 １０２のんびりーきょ 神奈川県

4054

4073

ATC

MENARD NOZAKI

4050 チーム グランドプリックス

4097 team  ZERO 2 神奈川県
teamびあんき

4037 SWIFT R.T. 静岡県

エキップALO 千葉県

東京都

4023 Team FITTE 東京都

4021 チーム砧

JCTTブリッツェン 愛知県4076

4071

4時間エンデューロ・ロード 

4069 AMS 静岡県



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 高田　雅之

阿出川　修一 中島　寛充

阿出川　玲 宇井　孝爾

興膳　悠二 石綿　俊彦

河野　博幸 八木原　響

工藤　靖彦 西山　雅博

松本　健太郎 武藤　靖之

興膳　志保 杉浦　武彦

MARCJAN　Julien 宮崎　達也

甲田　以与 望月　俊佑

片野　裕一 大村　航太

片野　桃花 加藤　智巳

片野　杏 中尾　崇

鈴木　康祐 金村　明紀

矢部　正和 村島　友博

小林　正代 大谷　治広

乙津　知駿 大西　健之

大村　麻純 中谷　真吾

尾崎　茂範 小松　秀也

佐藤　光 茶谷　国昭

兼岡　昌子 秋山　千治

早戸　順一 大井　香澄

藤田　祐紀 宮下　成実

藤田　英恵 三浦　大志

内田　孝浩

ゼッケン チーム名 地区 氏名 白石　真之

紺野　浩嗣 河田　良介

紺野　美沙子 佐藤　雅尚

紺野　武琉 小泉　直樹

中林　義貴 西田　真則

中林　勇平 菅原　健一

中林　智美 柴田　明季

見目　詠一 圷　貴大

見目　明璃 桑原　涼太

見目　大知 大脇　康政

見目　由紀 菅野　正勝

内海　朱美 袴田　敏紹

木部　泰 山梨　充照

勝間田　侑大 大坂　誠

磯野　賢二 山本　学

磯野　恵利 斉藤　玄

磯野　春登 小形　健作

磯野　詩織 高村　拓也

長田　貴彦

ゼッケン チーム名 地区 氏名 井野口　洋一

岩野　司 東原　誠

加藤　秀和 月光　幹雄

清水　融 田辺　憲一

金城　秀樹 右高　一成

鹿島　裕生 小林　孝至

曽我　啓一郎 山田　隼人

井出　匠 大江　佳史
一杉　賢陽 堀　寛
武富　風音 山本　貴幸
山崎　峻亮 田中　忠政
早崎　匠 渡部　遥

五井　宥史 菅原　法光
長島　寛征 望月　賢太
山本　豊 臼木　和臣

吉田　尚司 滝浪　宏明
相馬　優一郎 井出　久
古郡　キヨシ 篠原　尊敏
市川　義純 中村　雅彦

井出　慎之介 渡辺　則幸

静岡県

兵庫県

愛知県

愛知県

神奈川県

静岡県

静岡県

神奈川県

東京都

神奈川県

神奈川県

静岡県

すいまーず＋１

チーム  がぶりんちょ

かなテク

CLUB viento 松

CLUB viento 竹

奈良県

神奈川県

東京都

兵庫県

兵庫県

チーム宙明

SAGMI-DA-ZEI

ことりのおやつ(･8･)

team sora

SN@しおかるび

CHB

6032

6033

6034

6035

6036

中島、頑張っています！

サイクルショップ三井

チャリ部

中村金太郎

ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟﾀﾞﾙ

6023

6024

6026

6027

6028

6029

東京都

東京都

東京都

静岡県

6012

6013

6015

6018

6019

6020

6005

6006

6008

6009

YGKP

◎P.L.E◎　前輪

◎P.L.E◎　後輪

チームアルサ

minzuuBike

東京都

埼玉県

神奈川県

神奈川県

6時間・ロード

6003 静岡県

4016

4031

4053

4095

TEAM HMTA

167(イチロクナナ）

ATCforCWD(F)

Team KEHS

東京都

神奈川県

静岡県

神奈川県

埼玉県

東京都

スーパーＡｌｌｅｚ！

Midnight Storm

ぽっチャリ倶楽部　Bチーム

team ZERO

BORZOI ED班

MTS

4時間エンデューロ・ファミリー

4075

4077

4081

4086

4096

4098

静岡県

E-WORKS@PINKY

TEAM KIDS

4057 FGCP御殿場シクロクラブＣ 静岡県

6025 T8R5 茨城県

4104
6021

6017 サティスファクション 静岡県

JCTTパンチと倍達 愛知県

4時間エンデューロ・男女混合

4074 JAWCTT 愛知県



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 前田　淳一

近藤　潤一 古家　正嗣

近江　慶太 大曽根　和登

稲葉　雅司 今飯田　崚佑

袴田　涼馬 碓氷　篤也

平山　卓男 杉浦　正汰

徳永　康祐 伊藤　智哉

佐々木　敏幸 近藤　大稀

川瀬　亮太 根尾　伸一

河上　大介 堀内　勇二

小池　夏樹 堀内　慶

曾根　友和 中村　竜太

田野口　元志 朝倉　健介

滝本　悠己 福田　和志

赤羽　佳典 加藤　義隆

元吉　剰人 間々瀬　裕

森　慶一郎 加藤　正浩

堀内　昭 礒　暢秋

雨宮　孝 村越　亮太

河合　浩平 前原　信隆

秋葉　亮 高柳　洋一

水藤　稔 下津浦　久史

藤平　健二 中島　永幸

裏辻　正之 兼田　学

雪岡　純 小板　智史

高木　康弘 田中　利幸

大角　輝 藤原　慎吾

野呂　大樹 榊原　定光

永井　宏和 清水　真太郎

下田平　勉 伊藤　貴徳

大串　優弥 遠藤　泰輔

大串　翔太 丸田　敏浩

内山　裕紹 河村　智

矢野　健一 今井　誠也

福田　英樹 森本　誠

栗原　知美 郡山　雅仁

佐藤　耕一 坂本　悟史

江渡　進 藤森　達夫

望月　章弘 中村　誠

松本　裕介 山本　兆

岩田　政典 豊田　勝徳

岩永　尚文 中井　雅路

篠原　大志

匹田　惇也

高野　大喜

中川　稜介

伊藤　克幸

藤岡　傑

大澤　昌輝

深谷　優光

福田　和晃

楠本　宏樹
稲田　雄星
平崎　琉揶
安富　治

柿木　博幸
建内　啓輔
後藤　優輝
橘　恭範

牟田口　保彦
伊藤　強

井上　孝弘
熊谷　真吾
鈴木　豪

石川　将基

神奈川県

東京都

岐阜県

愛知県

神奈川県

神奈川県

Team_Ponkotsu

特攻野郎Ｂ

特攻野郎Ａ

DSOLEX

WAKO'S

静岡県

愛知県

山梨県

三重県

愛知県

6068

6069

6070

7002

SHOWA

ゆるチャリΔ

Levante

ゆるキャライダーズ

ラスタバナナ

bikeport R.R

神奈川県

神奈川県

東京都

6060

6061

6062

6063

6065

6066

6067

埼玉県

静岡県

静岡県

神奈川県

愛知県

三重県

ゆるゆるペダルONE

きもちレーシング

愛知県

愛知県

愛知県

静岡県

愛知県

山梨県

愛知県

大阪府

チーム Rain Mens

しゃにかまペダル

いんなーろーれーしんぐ！

せわ練

せわ練with三味線

ゆるゆるペダルTWO

6058

ATHMIN-A

ATHMIN-B

ATHMIN-C

FUNZUBA’S

はしりはしらせ

レザン マスカットベーリーA

Mobitec C.C.

GSユアサ京都自転車部

Team　Patience

6052

6053

6054

6055

6056

6057

6045

6046

6048

6049

6050

6051

6037

6038

6039

6040

6041

6043

7001 GOKISO 愛知県

チャリカツ△

つっつるとくり坊の師弟コンビ

神奈川県

神奈川県

6時間・ロード

imac
挿入テキスト



ゼッケン チーム名 地区 氏名

ゼッケン チーム名 地区 氏名 森河　淳

伊藤　政宏 井上　裕太郎

鈴木　寛之 石井　加奈

伊藤　由美子

鈴木　郁未

瀧柳　真由

和田　悦治

小池　剛史

中西　祐佳子

望月　新太郎

望月　美佳

星　大介

岡部　駿平

鈴木　三恵子

田野口　幸恵

鈴木　基志

内藤　敦志

松島　伸夫

加藤　夢美

鈴木　達也

湯澤　貴久

三原　一能

平尾　真樹子

山根　菜穂

須藤　歩夢

髙木　博行

鈴木　啓太

白石　勇人

甲斐　亜偉人

飯田 直樹

髙野　涼美

荒川　翔太

坂上　悠基

鴻上　龍

山崎　向陽

岡田　澄珠

荒川　大介

ジャン　チー

佐藤　清貴

野村　愛和

野田　卓見

小林　亮介

田中　新

山田　亨

運野　修

板倉　武

杉浦　利明

須山　瑞季

望月　理恵

ペルトニーミ　アーロン

飯窪　哲矢

金丸　康彦
石田　好延

久留宮　智仁
石坂　哲

小林　実緒
中込　栄

副嶋　大輝
田中　哲也
岸　美里

船原　徹士
鈴木　幸敏
鈴木　郁

依田　丈雅

6064 こじらせ筋肉レーシング 東京都

東京都

東京都

山梨県

山梨県

京都府

静岡県

東京都

静岡県

静岡県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

Team1992 

チームJDC

レザン ロザリオ

レザン ピオーネ

GSユアサ京都自転車部

SMb

Rinz Rabbit

Cloud9 T.H.G.Y

クラブウェルダン

サイクルショップ三井

たかぎファミリー

アルファ

6030

6031

6042

6044

6047

6059

6001

6002

6004

6007

6010

6011

6014

6016

6022

静岡県

愛知県

チームＳ

和田さんとまゆさん

静岡ZAPPEI連合

神奈川県

6時間・男女混合
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