
1）エキスパート 10名 5）男⼦D 33名
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名
401 ⼤島　浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 ｸﾞﾗﾝﾍﾟｰﾙｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 601 ⼦川　孝⼀郎 ｺｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁﾛｳ ⾹川県 Sanuki ero climb 
402 陳　偉銘 ﾁﾝ　ｲﾒｲ 東京都 moon chaser 602 中野　佳祐 ﾅｶﾉ　ｹｲｽｹ 東京都 RinRinRaing
403 若松　達⼈ ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ 岐⾩県 gruppo acqua tama 603 井沼　将仁 ｲﾇﾏ　ﾏｻﾖｼ 神奈川県
404 ⾕　東 ﾀﾆ ｱﾂﾞﾏ 東京都 RCC 604 保住　周作 ﾎｽﾞﾐ　ｼｭｳｻｸ 神奈川県 YOKOSUKA UNO RACING
405 飯塚　剛⼠ ｲｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 静岡県 F training 605 綾　勇 ｱﾔ　ﾕｳ 兵庫県
406 太⽥　重光 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐﾂ 愛知県 尾張ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 606 ⼩⼝　裕也 ｺｸﾞﾁ　ﾕｳﾔ 東京都
407 ⽶⽥　彰 ﾖﾈﾀﾞ　ｱｷﾗ 兵庫県 ｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ 607 松岡　良英 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県
408 鈴⽊　岳志 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 WAPPA 608 ⼤数加　崇之 ｵｵｽｶ　ﾀｶｼ 千葉県
409 加藤　⼤貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 COW GUMMA 609 ⽯原　雄貴 ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｷ 東京都
410 ⽊村　博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼⽟県 610 浜⽥　洋輔 ﾊﾏﾀﾞ　ﾖｳｽｹ 神奈川県 ⼤清⽔⾼校陸上部ＯＢ

611 ⼭根　正寛 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ 福井県 ⾃転⾞貴族
2）男⼦A 16名 612 広⼾　充義 ﾋﾛﾄ　ﾐﾂﾖｼ 三重県
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 613 吉川　潤也 ﾖｼｶﾜ　ｼﾞｭﾝﾔ 東京都
451 ⽝飼　英志 ｲﾇｶｲ　ｴｲｼﾞ 埼⽟県 群⾺⼤学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 614 中島　修 ﾅｶｼﾏ　ｵｻﾑ 神奈川県
452 佐野　太陽 ｻﾉ ﾀｲﾖｳ 宮城県 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ東北 615 下村　公孝 ｼﾓﾑﾗ　ﾄﾓﾉﾘ 京都府
453 尾﨑　⼤和 ｵｻｷ　ﾔﾏﾄ 茨城県 616 ⾼橋　淳 ﾀｶﾊｼ　ｼﾞｭﾝ 神奈川県 gruppetto
454 松⽥　義明 ﾏﾂﾀﾞ　ﾖｼｱｷ 埼⽟県 THCrew 617 尾川　賢典 ｵｶﾞﾜ　ｹﾝｽｹ ⼤阪府
455 望⽉　亮 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾘｮｳ 神奈川県 東海⼤学 618 三ｯ國　拓也 ﾐﾂｸﾆ　ﾀｸﾔ ⼤阪府 ﾐﾂｸﾆ財閥ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ
456 ⼩⽐⽥　快⽃ ｺﾋﾀﾞ　ｶｲﾄ 東京都 東海⼤学 619 桔梗　洋明 ｷｷｮｳ　ﾋﾛｱｷ 和歌⼭県
457 星野　光紀 ﾎｼﾉ　ﾐﾂｷ 愛知県 愛知産業⼤学⼯業⾼校 620 森川　芳則 ﾓﾘｶﾜ　ﾖｼﾉﾘ 茨城県
458 森　⾶⿓ ﾓﾘ　ﾋﾘｭｳ 静岡県 621 松川　哲 ﾏﾂｶﾜ ｻﾄｼ ⽯川県 草苅WORKS
459 森　凰翔 ﾓﾘ　ｵｳｶﾞ 静岡県 622 佐藤　盛⼀ ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 宮城県 ADVANCE仙台
460 ⾼井　順平 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 ｽﾐﾀｴｲﾀﾞｲﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐﾗﾊﾞﾈﾛ 623 ⼤倉　壮 ｵｵｸﾗ ｿｳ ⼭梨県 teamYOUCAN
461 鈴⽊　澪 ｽｽﾞｷ　ﾚｲ 埼⽟県 624 ⽥中　真琴 ﾀﾅｶ　ﾏｺﾄ 静岡県 BC.TIMER'S
462 増⼦　連太郎 ﾏｽｺ　ﾚﾝﾀﾛｳ 埼⽟県 ⼤福屋 625 露⼝　智彦 ﾂﾕｸﾞﾁ　ﾄﾓﾋｺ ⾹川県
463 室伏　碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉県 CycleDNA 626 ⼩川　正樹 ｵｶﾞﾜ　ﾏｻｷ 東京都 TOKYO WHEELS
464 杉⼭　颯⼤ ｽｷﾞﾔﾏ　ｿｳﾀ 静岡県 名波　輪店 627 Vincent　Van Parys ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ　ｳﾞｧﾝﾊﾟﾘｽ 東京都 PELOTON DE PARIS
465 ⼤⽯　光記 ｵｵｲｼ　ﾐﾂｷ 静岡県 名波　輪店 628 ⼯藤　政幸 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 東京都
466 ⻑野　佑輝 ﾅｶﾞﾉ　ﾕｳｷ 静岡県 名波　輪店 629 ⼤⽯　裕之 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

630 林　英之 ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞﾕｷ ⼤阪府 稲葉東⾃転⾞部
631 後藤　朋幸 ｺﾞﾄｳ　ﾄﾓﾕｷ 愛知県 じてんしゃやfit

3）男⼦B 21名 632 中野　俊亮 ﾅｶﾉ ｼｭﾝｽｹ 東京都
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 633 中村　涼太 ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ ⼭梨県
501 阿辺　真也 ｱﾍﾞ　ｼﾝﾔ 兵庫県 ﾁｰﾑ･ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｲﾜ井
502 早崎　知弥 ﾊﾔｻｷ　ﾄﾓﾔ 京都府 Inspire racing team
503 ⼩塚　智⼤ ｺﾂﾞｶ　ﾄﾓﾋﾛ 静岡県 駿河ﾓﾝﾃﾛｯｿ 6）男⼦E 43名
504 中⽥　和幸 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名
505 野畑　太志 ﾉﾊﾞﾀ　ﾀｲｼ ⼤阪府 651 植松　克裕 ｳｴﾏﾂ　ｶﾂﾋﾛ ⾹川県 ﾄﾞM組合
506 鈴⽊　慶太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 神奈川県 Team ELONGA 652 森上　研也 ﾓﾘｶﾞﾐ　ｹﾝﾔ ⼤阪府
507 江藤　司 ｴﾄｳ　ﾂｶｻ ⼤阪府 653 寒川　朋彦 ｻﾑｶﾜ　ﾄﾓﾋｺ ⼤阪府
508 幾⾒　真⼤ ｲｸﾐ　ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 654 樋⼝　泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 ⾖ｻｲ､ちばｻｲｸﾙ
509 ⼯藤　勝 ｸﾄﾞｳ　ﾏｻﾙ 神奈川県 655 柿本　淳爾 ｶｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 あざみ会/守破離
510 ⿑⽊　拓⼈ ｻｲｷ　ﾀｸﾄ 神奈川県 656 ⼭本　浩 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｼ 静岡県
511 ⼩林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾌﾐﾔ 静岡県 657 九⽮　政史 ｸﾔ ﾏｻｼ 埼⽟県
512 斎藤　⼤希 ｻｲﾄｳ　ﾀｲｷ 愛知県 658 ⿊⽥　浩幸 ｸﾛﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ 静岡県 浜松医療ｾﾝﾀｰ
513 森　隼哉 ﾓﾘ　ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 659 海⽼原　貴弘 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 東京都
514 寺岡　優⼀ ﾃﾗｵｶ　ﾕｳｲﾁ ⼤阪府 Abenova 660 佐藤　寿典 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 福島県 ⼤福屋
515 宮澤　貴廣 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀｶﾋﾛ 静岡県 SPART 661 ⼤数加　光治 ｵｵｽｶ ｺｳｼﾞ 東京都 東京⼤学整形外科
516 ⻫⽊　卓也 ｻｲｷ ﾀｸﾔ 埼⽟県 まろやか うま味 662 岩⾕　慎也 ｲﾜﾀﾆ　ｼﾝﾔ 神奈川県
517 佐藤　拓 ｻﾄｳ　ﾀｸ 神奈川県 663 岩井　誠 ｲﾜｲ ﾏｺﾄ 埼⽟県
518 佐藤　正明 ｻﾄｳ　ﾏｻｱｷ 千葉県 YOR 664 永⽥　進 ﾅｶﾞﾀ　ｽｽﾑ 東京都 ﾁｰﾑﾘｵﾝ
519 河⽥　侑希 ｶﾜﾀﾞ　ﾕｳｷ 群⾺県 665 ⻑島　陽⼀ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾖｳｲﾁ 静岡県
520 ⽥中　雅⼈ ﾀﾅｶ　ﾏｻﾄ 三重県 TSU racing 666 濱⼝　慶正 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾖｼﾏｻ 神奈川県 YOUCAN⼤磯
521 ⻑島　悠貴 ﾅｶﾞｼﾏ　ﾕｳｷ 神奈川県 PROJECTY 667 関　雅明 ｾｷ　ﾏｻｱｷ 神奈川県 GBGB

668 佐藤　政幸 ｻﾄｳ　ﾏｻﾕｷ 神奈川県 ⽵芝ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ
669 伊藤　英⼀ ｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼⽟県

4）男⼦C 16名 670 狩⼭　直樹 ｶﾘﾔﾏ ﾅｵｷ 千葉県
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 671 南　和宏 ﾐﾅﾐ　ｶｽﾞﾋﾛ ⼤阪府 ＢＦＲ
551 ⼭⽥　⼤輔 ﾔﾏﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 ｶｰﾈﾙ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 672 熊⽥　健⼀ ｸﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 船橋ｻﾝﾃﾞｰﾗｲﾄﾞ
552 ⿊柳　達也 ｸﾛﾔﾅｷﾞ　ﾀﾂﾔ 岐⾩県 ｶｰﾈﾙ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 673 折⼾　克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ 岐⾩県
553 島⽥　佳祐 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 674 阿部　孝寛 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 ﾁｰﾑ･ｳｫｰｸﾗｲﾄﾞ
554 ⾚松　⼤貴 ｱｶﾏﾂ　ﾀﾞｲｷ 兵庫県 soleil de lʼest 675 井⼝　亮 ｲｸﾞﾁ　ﾘｮｳ 神奈川県 VIVA ZAPPEI
555 渡邊　真和 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾀﾞｶｽﾞ 神奈川県 野⽑⼭ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 676 浜名　哲也 ﾊﾏﾅ ﾃﾂﾔ 東京都
556 ⼤坪　諭史 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 ⼾部猟友会 677 細⾕　環 ﾎｿﾔ ﾀﾏｷ 神奈川県 100miles
557 松本　寛輝 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾛｷ 滋賀県 678 ⽵⾕　好広 ﾀｹﾀﾆ　ﾖｼﾋﾛ 埼⽟県 ⽻⽣ＨＣ
558 ⼤⽯　剛⼠ ｵｵｲｼ ﾀｶｼ 静岡県 679 ⼤曽根　和登 ｵｵｿﾈ　ｶｽﾞﾄ 神奈川県 SHOWA
559 瀬川　道晴 ｾｶﾞﾜ　ﾐﾁﾊﾙ 東京都 680 松枝　健⼆ ﾏﾂｶﾞｴ ｹﾝｼﾞ 千葉県 船橋ｻﾝﾃﾞｰﾗｲﾄﾞ
560 ⽩坂　僚 ｼﾗｻｶ　ﾘｮｳ 神奈川県 野⽑⼭ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 681 河⽥　徹也 ｶﾜﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県 FGA
561 ⿂住　洋平 ｳｵｽﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 682 ⼤沼　真太郎 ｵｵﾇﾏ　ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県
562 ⻄澤　直紀 ﾆｼｻﾞﾜ　ﾅｵｷ ⻑野県 683 中尾　太郎 ﾅｶｵ　ﾀﾛｳ 神奈川県 ⼩⽥原藩CC
563 伊藤　渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ ⼭梨県 GTC 684 佐藤　剛 ｻﾄｳ　ｺﾞｳ 東京都 SNEL
564 ⽊原　⼤輔 ｷﾊﾗ　ﾀﾞｲｽｹ 東京都 thcrew 685 林　⼤介 ﾊﾔｼ　ﾀﾞｲｽｹ 東京都
565 佐藤　智樹 ｻﾄｳ　ﾄﾓｷ 静岡県 686 野村　剛 ﾉﾑﾗ ﾂﾖｼ 神奈川県 ⼤清⽔陸上部OB
566 橘⾼　公康 ｷｯﾀｶ　ｷﾐﾔｽ 東京都 多摩ﾎﾟﾀ 687 増井　義政 ﾏｽｲ ﾖｼﾏｻ 東京都 CYCLO CLUB



688 斎藤　勇三 ｻｲﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ 静岡県 ｴﾉﾄﾗ 822 多⽥　昭史 ﾀﾀﾞ　ｱｷﾌﾐ 東京都
689 松原　崇史 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 100miles 823 齋藤　靖 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 静岡県 NCC.⽇⾚
690 中野　智弘 ﾅｶﾉ　ﾄﾓﾋﾛ ⼤阪府 YCC 824 松川　正浩 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 ｱｻﾞﾐ会
691 佐野　隆 ｻﾉ　ﾀｶｼ 千葉県 825 江原　勝幸 ｴﾊﾞﾗ　ｶﾂﾕｷ 静岡県 静岡県⽴短⼤
692 鈴⽊　圭 ｽｽﾞｷ ｹｲ 千葉県 宮城県登⽶市ＣＣ 826 ⼩野　耕司 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県
693 影浦　義之 ｶｹﾞｳﾗ　ﾖｼﾕｷ 静岡県 森林公園管理組合 827 本多　弘昌 ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾛﾏｻ 静岡県 ⼩⽷製作所

828 冨⼭　裕⾼ ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県
7）男⼦F 47名 829 野⽥　俊之 ﾉﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ 神奈川県
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 830 湯野川　徹 ﾕﾉｶﾜ ﾄｵﾙ 神奈川県 ｱﾄﾘｴ･ﾌﾙｰﾌﾞ
701 真壁　宏志 ﾏｶﾍﾞ ﾋﾛｼ ⼤阪府 ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾄ⾼槻 831 川上　幸司 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 栃⽊県 じてんしゃの杜
702 佐藤　忍 ｻﾄｳ　ｼﾉﾌﾞ 新潟県 変態ｸﾗｲﾏｰ 832 板垣　謙太郎 ｲﾀｶﾞｷ　ｹﾝﾀﾛｳ 三重県
703 三浦　新吾 ﾐｳﾗ　ｼﾝｺﾞ 神奈川県 ﾌﾛｰﾚﾝｽ03 833 澤井　和男 ｻﾜｲ ｶｽﾞｵ 岐⾩県 kouwa
704 ⽵内　誠 ﾀｹｳﾁ　ﾏｺﾄ 埼⽟県 834 ⻑﨑　洋之 ﾅｶﾞｻｷ　ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ｱﾔの会
705 鈴⽊　忠弘 ｽｽﾞｷ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 静岡県 静岡森町ｸﾛﾓﾘ倶楽部 835 ⼤嶽　剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ 東京都 CRIMSON
706 ⼩松　知也 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 静岡県 坂本整形外科 836 沖野　匠 ｵｷﾉ　ﾀｸﾐ 神奈川県 ｸﾗﾌﾞ　ﾛｰﾄﾞﾛ
707 ⼤野　直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 神奈川県 Project-Y 837 是澤　徳昌 ｺﾚｻﾞﾜ　ﾉﾘﾏｻ 神奈川県 ROAD-RO
708 佐野　望 ｻﾉ　ﾉｿﾞﾑ 宮城県 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ東北 838 ⼤⼭　直⼈ ｵｵﾔﾏ　ﾅｵﾄ 埼⽟県 ⼤⼭はつらいよ
709 ⽯⼭　典幸 ｲｼﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 東京⼤学整形外科 839 清⽔　宏泰 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛﾔｽ 東京都
710 GIBBONS　MARK EDWARD GIBBONS　MARK EDWARD Macao RECOIL YCC 840 増⽥　修 ﾏｽﾀﾞ ｵｻﾑ 静岡県 koito
711 ⼤平　明洋 ｵｵﾋﾗ　ｱｷﾋﾛ 福島県 ｻﾀｱﾘ 841 菱倉　仁 ﾋｼｸﾗ ﾋﾄｼ 神奈川県 YOKOSUKA　UNO　RACING
712 岩井　昭彦 ｲﾜｲ ｱｷﾋｺ 神奈川県 ｳｺﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ 842 寺林　晋 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ 東京都 なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ
713 吉⽥　拓也 ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸﾔ 千葉県 843 町⽥　純⼀ ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼⽟県
714 ⼩池　直也 ｺｲｹ　ﾅｵﾔ 静岡県 844 久野　国誉 ｸﾉ　ｸﾆｼｹﾞ 愛知県 ｱﾔの会
715 服部　豊⼟ ﾊｯﾄﾘ　ﾄﾖﾄ 愛知県 NCFR 845 三宅　哲也 ﾐﾔｹ ﾃﾂﾔ ⼤阪府
716 松浦　潤 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝ ⼤阪府 846 原野　博明 ﾊﾗﾉ　ﾋﾛｱｷ 静岡県 ｴｷｯﾌﾟﾅｶﾑﾗ
717 新⾒　哲也 ﾆｲﾐ ﾃﾂﾔ 東京都 ERTA 847 川村　浩⼆ ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 静岡県 ｴｷｯﾌﾟ･ﾅｶﾑﾗ
718 近藤　真実 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 愛知県 MSR 848 ⾕⽥　哲 ﾀﾆﾀﾞ　ｻﾄｼ 神奈川県 viva zappei
719 ⼩林　勝 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾙ 静岡県 849 ⼤塚　剛 ｵｵﾂｶ ﾂﾖｼ 神奈川県 ｵﾀﾞｯｸｽ埼⽟
720 安部　武男 ｱﾍﾞ　ﾀｹｵ 群⾺県 850 藤⽥　陽由 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾖｼ 静岡県 BC Timer's
721 野尻　信也 ﾉｼﾞﾘ　ｼﾝﾔ 東京都 851 近藤　祐朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 東京都 SNEL
722 ⼤曽根　拓真 ｵｵｿﾈ ﾀｸﾏ 静岡県 852 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ　ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県
723 ⼩林　芳雄 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼｵ 群⾺県 Tetsujin-Shibata,R 853 川⼝　伊智朗 ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 和歌⼭県 RC:shirahama
724 飯野　弘⼈ ｲｲﾉ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 またんごＣ．Ｔ 854 松永　康⽣ ﾏﾂﾅｶﾞ　ｺｳｾｲ 神奈川県 たかだﾌﾚﾝﾄﾞ
725 洞澤　昇 ﾎﾗｻﾜ　ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 855 飯⼭　理 ｲｲﾔﾏ ｵｻﾑ 神奈川県
726 堀尾　真⼀ ﾎﾘｵ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 ﾓﾝﾃﾗｯｸ 856 ⽯井　晋⼀ ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 神奈川県
727 松本　健⼀ ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ 福島県 857 辻　博⼈ ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 神奈川県 多摩ﾎﾟﾀ
728 ⽯井　孝⼀ ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 神奈川県 858 上原　宏之 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 snel
729 村松　秀彦 ﾑﾗﾏﾂ　ﾋﾃﾞﾋｺ 静岡県 859 ⼤⾕　郁⽣ ｵｵﾀﾆ ｲｸｵ 神奈川県 ﾁｰﾑ桜⼦
730 三川　満張 ﾐｶﾜ　ﾐﾂﾊﾙ 埼⽟県 ⼤福屋 860 ⿃⾕部　篤 ﾄﾘﾔﾍﾞ　ｱﾂｼ 東京都
731 鈴⽊　慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 静岡県 ﾊﾞｲｼｸﾙわたなべ 861 渡辺　道広 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県
732 早福　寿史 ｿｳﾌｸ　ｽｽﾞｼ 神奈川県 ゆるﾗｲﾄﾞ 862 安⽥　克⼰ ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 三重県
733 猪野　学 ｲﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 東京都 ﾁｬﾘﾀﾞｰ 863 和久井　政孝 ﾜｸｲ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 100miles
734 柿沢　英樹 ｶｷｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｷ 神奈川県
735 剣持　智則 ｹﾝﾓﾁ　ﾄﾓﾉﾘ 静岡県 9）男⼦H 15名
736 晝間　伸彦 ﾋﾙﾏ　ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名
737 嘉数　昇太郎 ｶｶｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 三重県 ﾀｰﾐﾈｰﾀｰRT 901 松原　弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 奈良県 Euro-worksRacing
738 森⽥　淳也 ﾓﾘﾀ　ｼﾞｭﾝﾔ 岐⾩県 902 渡辺　昌直 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾅｵ 神奈川県
739 久保⽥　新⼀ ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 群⾺県 βｴﾝﾄﾞﾙﾌｨﾝ 903 河野　勝⼈ ｶﾜﾉ ｶﾂﾄ 岐⾩県

904 ⼭本　正和 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 SMﾌﾞﾛｽ
741 後藤　喜隆 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾄｷ 岐⾩県 905 ⼭﨑　順⼀ ﾔﾏｻﾞｷ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 ⽇の出ｻｲｸﾘﾝｸﾞ協会
742 ⽥仲　義明 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ 東京都 906 ⽵内　春夫 ﾀｹｳﾁ　ﾊﾙｵ 福岡県 福岡坂⾺⿅ｸﾗﾌﾞ
743 ⽬⿊　勝靖 ﾒｸﾞﾛ ｶﾂﾔｽ 神奈川県 VIVA☆ZAPPEI 907 ⼩林　義広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 東京都 ﾚｼﾞｬｰﾊｳｽﾐﾔｻﾞｷ⼋王⼦
744 河野　暢 ｺｳﾉ　ﾐﾂﾙ ⼤阪府 908 中本　⼠郎 ﾅｶﾓﾄ　ｼﾛｳ 千葉県 Blanche／NSﾛｼﾞ
745 ⼭岸　隆⾏ ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ 埼⽟県 ﾁｰﾑてっぺん 909 岩本　博昭 ｲﾜﾓﾄ　ﾋﾛｱｷ 静岡県
746 ⽥村　元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都 910 尾崎　保弘 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 ﾁｰﾑ　まるいち
747 広瀬　賢⼆ ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ 埼⽟県 ⼤福屋 911 北川　悦孝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 静岡県 静岡ｻｲｸﾙＲＴ

912 ⾼⽥　⼋州夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ 東京都 丸⼦橋ろｰどくらぶ
913 笹本　寛治 ｻｻﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 岐⾩県 ＡＹＡ

8）男⼦G 63名 914 郷野　進 ｺﾞｳﾉ　ｽｽﾑ 神奈川県 ﾁｰﾑ･Ｙ
No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 915 河⻄　強 ｶｻｲ　ﾂﾖｼ ⼭梨県
801 佐伯　隆広 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 8823Racing
802 鈴⽊　通之 ｽｽﾞｷ　ﾐﾁﾕｷ 愛知県 ⾃転⾞道
803 伊達　丈⼆ ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ 新潟県 ﾁｰﾑﾌｨﾝｽﾞ 10）フェミニン 5名
804 猪⿅倉　靖博 ｲｶﾞｸﾗ　ﾔｽﾋﾛ 愛知県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名
805 藤塚　徳夫 ﾌｼﾞﾂｶ ﾉﾘｵ 愛知県 951 佐藤　依⼦ ｻﾄｳ　ﾖﾘｺ 東京都 SNEL
806 畑⼭　伸⼆ ﾊﾀﾔﾏ　ｼﾝｼﾞ 東京都 952 星　恵莉奈 ﾎｼ ｴﾘﾅ 東京都 ﾁｬﾘﾀﾞｰ
807 海野　裕⼈ ｳﾝﾉ　ﾋﾛﾄ 静岡県 vivac掛川 953 牧野ｽﾃﾃｺ　 ﾏｷﾉｽﾃﾃｺ 東京都 ﾁｬﾘﾀﾞｰ
808 飯⼭　俊康 ｲｲﾔﾏ　ﾄｼﾔｽ 東京都 LEOPARD善福寺 954 ふるやいなや　 ﾌﾙﾔｲﾅﾔ 東京都 ﾁｬﾘﾀﾞｰ
809 ⼭本　昌宏 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ 静岡県 ｴｷｯﾌﾟﾅｶﾑﾗ
810 保坂　仁 ﾎｻｶ ｼﾞﾝ 福岡県 100miles
811 ⾚⽻　永寿 ｱｶﾊﾈ ｴｲｼﾞｭ 神奈川県 11）MTBクラス 12名
812 天野　博哉 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾔ 神奈川県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名
813 勝呂　真彦 ｽｸﾞﾛ　ﾏｻﾋｺ 静岡県 駿河ﾓﾝﾃﾛｯｿ 981 ⽊下　真⼀郎 ｷﾉｼﾀ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 KSﾚｰｼﾝｸﾞ
814 ⽯井　由⾏ ｲｼｲ　ﾖｼﾕｷ 千葉県 982 炭⾕　明宏 ｽﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 東京都
815 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 983 野⽥　昭⾏ ﾉﾀﾞ ｱｷﾕｷ ⼤阪府
816 島津　隆⽣ ｼﾏﾂﾞ　ﾀｶｵ 神奈川県 YOKOSUKA UNO RACING 984 多⽥　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ 東京都 acu-power Racing Team
817 朝倉　克⼰ ｱｻｸﾗ ｶﾂﾐ 東京都 AIOI SYSTEMS
818 千葉　哲也 ﾁﾊﾞ　ﾃﾂﾔ 神奈川県 T's PROJECT
819 堀　喜和 ﾎﾘ　ﾖｼｶｽﾞ 静岡県
820 ⽥村　誠 ﾀﾑﾗ　ﾏｺﾄ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro
821 ⼩⼭　治郎 ｺﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 あざみ会／GROWING


