
1）エキスパート 10名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名

1 大倉　壮 オオクラ ソウ ⼭梨県 teamYOUCAN
2 大島　浩明 オオシマ ヒロアキ 東京都 グランペールサイクリングチーム
3 鈴⽊　裕也 スズキ　ユウヤ ⼭梨県 SW230
4 飯塚　剛士 イイヅカ タケシ 静岡県 F training
5 土肥　桂介 トヒ　ケイスケ 埼玉県
6 江藤　司 エトウ　ツカサ 大阪府
7 Kunihiro　Hugo クニヒロ　ウゴ 愛知県 NAKS
8 矢部　周作 ヤベ シュウサク 大阪府 CCGP
9 大仲　凜功 オオナカ　リク 大阪府 TeamSakatani

10 ⾦⽥　歩 カネダ　アユム 大阪府 sakatni

2）男⼦A（中学⽣〜22歳） 21名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名

21 犬飼　英志 イヌカイ　エイジ 埼玉県
22 石川　豊久 イシカワ　トヨヒサ 愛知県
23 陳　偉銘 チン　イメイ 東京都 moon chaser
24 林　茂樹 ハヤシ　シゲキ 神奈川県
25 ⼭口　詞音 ヤマグチ　シオン 愛知県
26 堤　龍也 ツツミ　リュウヤ 神奈川県
27 三浦　海輝哉 ミウラ　ミキヤ 神奈川県
28 ⻑瀬　直也 ナガセ　ナオヤ 神奈川県
29 増野　裕介 マシノ　ユウスケ 愛知県 AutoBahn Gotemba
30 鈴⽊　伊織 スズキ　イオリ 静岡県
31 ⽩柳　直哉 シラヤナギ　ナオヤ 静岡県
32 續⽊　龍偉 ツヅキ リュウイ ⼭梨県 ⼭梨学院 team696
33 渡辺　諒 ワタナベ　リョウ 静岡県
34 関本　駿 セキモト シュン 東京都 チーム4S
35 磯貝　?⽣ イソガイ　ショウキ 静岡県
36 三輪　建 ミワ　タツル 静岡県
37 ⻑⾕川　彰洋 ハセガワ　アキヒロ 静岡県
38 後藤　光稀 ゴトウ　ミツキ 静岡県
39 藤野　英志 フジノ　エイシ 神奈川県
40 矢澤　伽耶 ヤザワ　カヤ 神奈川県
41 相馬　一斗 ソウマ　カズト 埼玉県



3）男⼦B（23歳〜29歳） 21名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名

51 法月　啓助 ノリヅキ　ケイスケ 静岡県 てぃーむ⻑⻄
52 勝⾒　涼 カツミ　リョウ 静岡県 てぃーむ⻑⻄
53 松永　悠太郎 マツナガ　ユウタロウ 静岡県 てぃーむ⻑⻄
54 島津　真乃介 シマヅ　シンノスケ 静岡県
55 小塚　智大 コヅカ　トモヒロ 静岡県 駿河モンテロッソ
56 星野　弘樹 ホシノ ヒロキ 愛知県
57 大宮　潤 オオミヤ　ジュン 宮城県
58 南部　文哉 ナンブ　フミヤ 愛知県 さむとなんぶ
59 安藤　瑳夢 アンドウ　サム 愛知県 さむとなんぶ
60 小林　史弥 コバヤシ　フミヤ 静岡県 晴れるといいなぁ
61 ⻫⽊　卓也 サイキ タクヤ 埼玉県 まろやかうま味レーシング
62 畠中　健太 ハタナカ　ケンタ 神奈川県 SBC湘南平塚
63 丸井　直人 マルイ ナオト 東京都
64 幾⾒　真大 イクミ　マサヒロ 東京都
65 太⽥　重光 オオタ シゲミツ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ
66 寺岡　優一 テラオカ　ユウイチ 大阪府
67 森　祐介 モリ　ユウスケ 千葉県 チームマスオ
68 柴⽥　将和 シバタ　マサト 栃⽊県
69 榎⽥　薫 エダ　カオル 静岡県
70 ⻘島　佑典 アオシマ　ユウスケ 静岡県 Swift 
71 阿辺 真也 アベ シンヤ 兵庫県 チーム・サイクルショップイワ井

4）男⼦C（30歳〜34歳） 19名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名

81 橋本　元気 ハシモト ゲンキ 栃⽊県 HGW ++
82 渡辺　裕樹 ワタナベ　ヒロキ 東京都 めしくレーシング
83 渡邊　真和 ワタナベ　タダカズ 神奈川県 野毛⼭エクスプレス
84 ⽩坂　僚 シラサカ　リョウ 神奈川県 野毛⼭エクスプレス
85 魚住　洋平 ウオズミ ヨウヘイ 神奈川県
86 林　聖由樹 ハヤシ トシユキ 神奈川県 遠藤製作所
87 ⽩岩　悠哉 シライワ ユウヤ 東京都
88 鈴⽊　岳志 スズキ タケシ 神奈川県 WAPPA
89 笠原　佑太 カサハラ　ユウタ 群馬県
90 本庄　義人 ホンショウ　ヨシヒト 愛媛県
91 松川　哲 マツカワ サトシ 石川県 草刈WORKS
92 小川　正樹 オガワ　マサキ 東京都 HOKULEI!/TOKYO Wheels
93 ⻄川　広朗 ニシカワ　ヒロアキ 東京都 OVER REV
94 ⻄澤　直紀 ニシザワ　ナオキ ⻑野県
95 佐藤　太材 サトウ　タイキ 埼玉県
96 大石　剛士 オオイシ タカシ 静岡県
97 磯部　孝矩 イソベ　タカノリ 京都府 KARASU
98 神⽥　拓也 カンダ　タクヤ 静岡県
99 ⽵内 良太 タケウチ リョウタ 東京都 TEAM YOUCAN



5）男⼦D（35歳〜39歳） 31名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
111 桔梗　洋明 キキョウ　ヒロアキ 和歌⼭県
112 ⿊⽥　浩幸 クロダ　ヒロユキ 静岡県
113 ⻑⾕　直哉 ハセ　ナオヤ 茨城県
114 三部　真智 サンベ　マサトモ 静岡県 チーム⻤脚
115 迫⽥　雄介 サコタ　ユウスケ 静岡県 SuGiSo
116 中野　佳祐 ナカノ　ケイスケ 東京都 RinRinRacing
117 古角　恒樹 コカド ツネキ 兵庫県 HTC
118 森井　久史 モリイ　ヒサシ 静岡県
119 ⼭本　浩 ヤマモト　ヒロシ 静岡県
120 小祝　亮太郎 コイワイ　リョウタロウ 愛知県
121 三ッ國　拓也 ミツクニ　タクヤ 大阪府 TEAM abenova
122 後藤　勇樹 ゴトウ　ユウキ 静岡県
123 佐藤　桂治 サトウ　ケイジ ⻑野県
124 大石　裕之 オオイシ ヒロユキ 愛知県 まるはちRC
125 高橋　淳 タカハシ　ジュン 神奈川県
126 寒川　朋彦 サムカワ トモヒコ 大阪府 高槻市営バス
127 尾川　賢典 オガワ　ケンスケ 大阪府 チャリバカ部
128 中野　智弘 ナカノ　トモヒロ 大阪府 YCC
129 舘野　泰崇 タテノ　ヤスタカ 埼玉県 大福屋
130 森川　芳則 モリカワ　ヨシノリ 茨城県
131 森　健太郎 モリ　ケンタロウ 京都府 イプ練
132 星　育実 ホシ イクミ 三重県 KRH
133 松原　崇史 マツバラ タカシ 神奈川県 100miles
134 地主　真二 ヂヌシ シンジ 兵庫県 六甲朝練
135 福丸　智哉 フクマル　トモヤ 兵庫県 ROKKO CLIMBER'S CLUB
136 松枝　健二 マツガエ ケンジ 千葉県 船橋サンデーライド
137 齋藤　仁敬 サイトウ ヨシタカ 神奈川県
138 ⼭根 正寛 ヤマネ マサヒロ 福井県 ⾃転⾞貴族
139 ⼭口 育美 ヤマグチ イクミ 静岡県 momo
140 綾 勇 アヤ ユウ 兵庫県
141 浜⽥ 洋輔 ハマダ ヨウスケ 神奈川県

6）男⼦E（40歳〜44歳） 37名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
151 並⽊　太一郎 ナミキ　タイチロウ 千葉県 GSCC目⿊通り
152 大平　明洋 オオヒラ　アキヒロ 福島県
153 松本　一幸 マツモト カズユキ 東京都 チーム暴⾷会
154 永⽥　進 ナガタ　ススム 東京都
155 井口　亮 イグチ　リョウ 神奈川県 VIVA_ZAPPEI
156 柿本　淳爾 カキモト ジュンジ 神奈川県 あざみ会
157 南　和宏 ミナミ　カズヒロ 大阪府 VC VELOCE prossimo
158 前⽥　貴政 マエダ タカマサ 神奈川県
159 ⻑島　陽一 ナガシマ　ヨウイチ 静岡県
160 樋口　泰伸 ヒグチ ヤスノブ 神奈川県 豆サイ、ちばサイクル
161 橋野　邦夫 ハシノ クニオ 大阪府
162 九矢　政史 クヤ マサシ 埼玉県
163 海⽼原　貴弘 エビハラ タカヒロ 東京都



164 中尾　太郎 ナカオ　タロウ 神奈川県
165 細⾕　環 ホソヤ タマキ 神奈川県 100miles
166 水本　篤 ミズモト　アツシ 大阪府
167 八重畑　友宏 ヤエハタ　トモヒロ 神奈川県 Chicca?!JifuNiTA
168 佐藤　寿典 サトウ トシノリ 福島県 大福屋
169 岡⽥　紀彦 オカダ ノリヒコ 静岡県 アルゼンチンペソしかないよ
170 ⻄垣　孝人 ニシガキ　タカト 京都府
171 篠崎　俊幸 シノザキ トシユキ 東京都
172 ⽵⾕　好広 タケタニ　ヨシヒロ 埼玉県 羽⽣ＨＣ
173 前⽥　篤史 マエダ　アツシ 静岡県
174 折⼾　克成 オリト カツナリ 岐阜県 戦闘機スコットRC
175 町⽥　衛 マチダ マモル 静岡県
176 佐久間　毅 サクマ　ツヨシ 千葉県
177 飯野　弘人 イイノ ヒロヒト 神奈川県 またんごC.T
178 嘉数　昇太郎 カカズ ショウタロウ 三重県 ターミネーターRT
179 ⽥中　久貴 タナカ　ヒサタカ 京都府
180 飯⼭　泰 イイヤマ ヤスシ 神奈川県 100miles
181 中津　圭輔 ナカツ ケイスケ 神奈川県
182 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 東京都 ⾃在
183 河⽥　徹也 カワタ テツヤ 神奈川県 FGA
184 大曽根　和登 オオソネ　カズト 神奈川県 SHOWA
185 佐藤　剛 サトウ　ゴウ 東京都 SNEL
186 石⽥　規雄 イシダ ノリオ 栃⽊県 NOROSSA RC 宇都宮出張所
187 大畑　六宏 オオハタ ムツヒロ 茨城県 6HERO

7）男⼦F（45歳〜49歳） 52名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
201 植⽥　泰次 ウエダ　タイジ 静岡県 エキップ中村
202 橋本　耕太朗 ハシモト コウタロウ 大阪府 Team Sakatani
203 成⼾　良平 ナルト　リョウヘイ 岐阜県
204 ⼭本　誠一 ヤマモト　セイイチ 東京都 EVOLUTION
205 ⽵内　誠 タケウチ　マコト 埼玉県 ムームー
206 畑⼭　伸二 ハタヤマ　シンジ 東京都
207 石井　孝一 イシイ コウイチ 神奈川県
208 服部　和成 ハットリ カズナリ 京都府 PRT KOSEKI
209 鈴⽊　忠弘 スズキ　タダヒロ 静岡県 静岡森町クロモリ倶楽部
210 ⻫藤　哲也 サイトウ　テツヤ 静岡県
211 柿沢　英樹 カキザワ　ヒデキ 神奈川県
212 河原　徳 カワハラ メグム 奈良県 DISTANZA
213 駒井　崇⽣ コマイ タカオ 神奈川県
214 堀尾　真一 ホリオ シンイチ 神奈川県 モンテラック
215 沼倉　哲 ヌマクラ サトシ 宮城県
216 ⽣⽥目　恵 ナマタメ　メグミ 栃⽊県 NAMAブラーザン
217 三原　久和 ミハラ ヒサカズ 香川県
218 大⼭　直人 オオヤマ　ナオト 埼玉県 わさっち大好き
219 保坂　仁 ホサカ ジン 福岡県 100miles
220 後藤　喜隆 ゴトウ ヨシトキ 岐阜県
221 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 神奈川県
222 湊　昇始 ミナト　ショウジ 神奈川県 小⽥原藩CC



223 古畑　貴康 コハタ　タカヤス 愛知県 DASH-R
224 野尻　信也 ノジリ　シンヤ 東京都
225 横井　信広 ヨコイ ノブヒロ 東京都
226 ⻑町　一彦 ナガマチ　カズヒコ 香川県
227 真壁　宏志 マカベ ヒロシ 大阪府 サイクルクラフト高槻
228 広瀬　賢二 ヒロセ ケンジ 埼玉県 大福屋
229 新⾒　哲也 ニイミ テツヤ 東京都 ＥＲＴＡ
230 安東　忍 アンドウ シノブ 静岡県 椿会サイクリングクラブ
231 久保⽥　新一 クボタ シンイチ 群馬県 βエンドルフィン
232 関本　慎 セキモト シン 東京都 チーム4S
233 藤井　衛 フジイ マモル ⼭梨県 Team RUSH
234 岡本　健 オカモト タケシ 東京都 人⾞一体
235 小野⽥　哲也 オノダ テツヤ 静岡県 Fast Lane Racing
236 大曽根　拓真 オオソネ タクマ 静岡県 つーさいくる14142
237 三川　満張 ミカワ　ミツハル 埼玉県 大福屋
238 菅野　茂樹 カンノ シゲキ 東京都
239 大塚　崇⾏ オオツカ　タカユキ 埼玉県 TEAM APEX
240 池⽥　睦 イケダ アツシ 東京都 ラストワンマイル
241 小林　芳雄 コバヤシ　ヨシオ 群馬県 TETUJIN
242 小泉　研二 コイズミ　ケンジ 神奈川県
243 渡辺　和⽣ ワタナベ カズオ 茨城県 コギコギ
244 猪野　学 イノ　マナブ 東京都 HOKUREY
245 中村　修一 ナカムラ シュウイチ 神奈川県
246 小泉　聖二 コイズミ ショウジ 東京都 チーム呼吸困難
247 剣持　智規 ケンモチ トモノリ 静岡県 SWIFT R.T.
248 佐野　望 サノ　ノゾム 宮城県 Team 468+1 win
249 加藤　勝 カトウ　マサル 東京都
250 勝呂 真彦 スグロ マサヒコ 静岡県
251 松浦 潤 マツウラ ジュン 大阪府
252 柿沢 英樹 カキザワ ヒデキ 神奈川県

8）男⼦G（50歳〜59歳） 50名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
261 ⽴川　満 タチカワ　ミツル 東京都 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ
262 朝倉　克己 アサクラ カツミ 東京都 AIOI・SYSTEMS
263 飯⼭　俊康 イイヤマ　トシヤス 東京都 LEOPARD善福寺
264 ⼭本　昌宏 ヤマモト　マサヒロ 静岡県 エキップナカムラ
265 大嶽　剛 オオタケ ツヨシ 東京都 TEAM CRIMSON
266 泉沢　信明 イズミサワ ノブアキ 神奈川県
267 猪⿅倉　靖博 イガクラ　ヤスヒロ 愛知県
268 海野　裕人 ウンノ　ヒロト 静岡県 パリブレスト
269 佐藤　孝治 サトウ コウジ 神奈川県 team RR
270 佐伯　隆広 サエキ タカヒロ 東京都 ８８２３Ｒａｃｉｎｇたぬきさんチーム
271 町⽥　純一 マチダ ジュンイチ 埼玉県 altopiano
272 藤塚　徳夫 フジツカ ノリオ 愛知県
273 門脇　知之 カドワキ　トモユキ 千葉県
274 澤下　光二 サワシタ コウジ 静岡県 浜松医療センター
275 齋藤　靖 サイトウ オサム 静岡県 NCC日赤
276 小⼭　治郎 コヤマ ジロウ 神奈川県 あざみ会・GROWING



277 庄司　識人 ショウジ　ノリヒト 愛知県 M2
278 臼井　功 ウスイ　コウ 神奈川県
279 大塚　剛 オオツカ ツヨシ 神奈川県 オダックス埼玉
280 ⼭崎　教夫 ヤマザキ ノリオ 神奈川県 ⼭崎茶園
281 寺林　晋 テラバヤシ ススム 東京都 なるしまフレンド
282 千葉　哲也 チバ　テツヤ 神奈川県
283 服部　享英 ハットリ タカヒラ 京都府 違駄天
284 鈴⽊　通之 スズキ　ミチユキ 愛知県
285 石井　由⾏ イシイ　ヨシユキ 千葉県
286 菱倉　仁 ヒシクラ ヒトシ 神奈川県 ＹｏｋｏｓｕｋａＵＮＯレーシングチーム
287 佐藤　彰⽣ サトウ　アキオ 愛知県 F3000
288 江原　勝幸 エバラ　カツユキ 静岡県 kuroneko
289 原　秀夫 ハラ ヒデオ 神奈川県
290 本多　弘昌 ホンダ　ヒロマサ 静岡県 小糸製作所
291 湯野川　徹 ユノカワ トオル 神奈川県 アトリエ・フルーブ
292 互井　明世 タガイ　アキヨ 埼玉県 きゅうむさこう
293 上原　宏之 ウエハラ ヒロユキ 東京都
294 高⽥　八州夫 タカダ ヤスオ 東京都 丸⼦橋ろーどくらぶ
295 下池　和幸 シモイケ カズユキ 静岡県
296 川上　幸司 カワカミ コウジ 栃⽊県 じてんしゃの杜
297 ⻄森　正和 ニシモリ　マサカズ 神奈川県 Team　Grupetto
298 今井　幸次 イマイ　コウジ 千葉県
299 沖野　匠 オキノ　タクミ 神奈川県 クラブ　ロードロ
300 大⾕　郁⽣ オオタニ イクオ 神奈川県
301 塚原　淳 ツカハラ　ジュン 東京都 ラストワンマイル
302 辻　博人 ツジ ヒロト 神奈川県 多摩ポタ
303 鳥⾕部　篤 トリヤベ　アツシ 東京都
304 北條　伸⾏ ホウジョウ ノブユキ 静岡県 エノトラ
305 小野　耕司 オノ コウジ 神奈川県
306 安⽥　克己 ヤスダ カツミ 三重県
307 久野　国誉 クノ　クニシゲ 愛知県 アヤの会
308 和久井　政孝 ワクイ マサタカ 神奈川県 100miles
309 小池 誠一 コイケ セイイチ 神奈川県 Team Shine a Lights
310 冨⼭ 裕高 トミヤマ ヒロタカ 神奈川県



9）男⼦H（60歳以上） 20名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
321 ⼭本　正和 ヤマモト　マサカズ 静岡県 SMブロス
322 渡辺　昌直 ワタナベ マサナオ 神奈川県
323 伊香　誠 イコウ マコト 東京都 和⽥サイクルRC
324 小林　義広 コバヤシ ヨシヒロ 東京都 ﾚｼﾞｬｰﾊｳｽﾐﾔｻﾞｷ八王⼦
325 松原　弘典 マツバラ コウスケ 奈良県 Euro-worksRacing
326 杉崎　隆志 スギザキ タカシ 東京都
327 代⽥　昌男 ヨダ マサオ 東京都
328 河野　勝人 カワノ カツト 岐阜県
329 郷野　進 ゴウノ　ススム 神奈川県 チーム・Ｙ
330 野⽥　照幸 ノダ　テルユキ 静岡県 フィッツ
331 ⽵内　春夫 タケウチ　ハルオ 福岡県 FRF
332 高⼭　信⾏ タカヤマ ノブユキ 神奈川県 トライアスロンチームＳＵＢ３
333 尾崎　保弘 オザキ ヤスヒロ 愛知県 チーム　まるいち
334 岩本　博昭 イワモト　ヒロアキ 静岡県
335 横⽥　光史 ヨコタ テルフミ 茨城県 WE LOVE O2
336 中本　士郎 ナカモト　シロウ 千葉県 Blanche
337 秋元　聡 アキモト　サトシ 岩手県 akisat
338 若松　桜男 ワカマツ　サクラオ 東京都 まちさがフレンド
339 北川　悦孝 キタガワ ヨシタカ 静岡県 静岡サイクルRT
340 中野 孝俊 ナカノ タカトシ 東京都 なるしまフレンド

10）フェミニン 5名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
351 高橋　千和 タカハシ チワ 埼玉県 走ってなんぼ
352 江頭　奈⽣ エトウ　ナオ 大阪府 soleil de l'est
353 森　知多 モリ チタ 東京都 SNEL
354 小林　慧美 コバヤシ サトミ 東京都
355 高橋　吹歌 タカハシ スイカ 埼玉県 走ってなんぼ

11）MTBクラス 4名
No. 氏名 カナ 都道府県 チーム名
371 炭⾕　明宏 スミヤ アキヒロ 東京都 North Fox
372 野村　剛 ノムラ ツヨシ 神奈川県 大清水陸上部OB
373 ⽊下　真一郎 キノシタ　シンイチロウ 東京都
374 野⽥ 昭⾏ ノダ アキユキ 大阪府


