
ミルキー 27名 Ver1121 480 鈴⽊　瑛海 ｽｽﾞｷ　ｱｷﾐ 千葉県 キッズ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 481 中⼭　蒼⼠ ﾅｶﾔﾏ　ｱｵｼ 東京都 キッズ
401 ⽵腰　⼤輝 ﾀｹｺｼ　ﾀﾞｲｷ 千葉県 482 野嵜　⼀晴 ﾉｻﾞｷ ｲｯｾｲ 東京都 TORQUE NOZAC キッズ
402 ⽵腰　昇⽮ ﾀｹｺｼ　ｼｮｳﾔ 千葉県 483 何　宇翔 ｶ　ｳｼｮｳ 千葉県 ⿓ キッズ
403 澤渡　幹太 ｻﾜﾀﾘ ｶﾝﾀ 千葉県 Team ｾｵ扇橋 484 原　美⾐紗 ﾊﾗ ﾐｲｻ 東京都 Team⼭登(ﾔﾏﾄ) キッズ
404 伊賀　琴美 ｲｶﾞ　ｺﾄﾐ 千葉県 485 ⼤川　慶⼠ ｵｵｶﾜ　ｹｲﾄ 埼⽟県 #1-PRIMERA- キッズ
405 松崎　裕樹 ﾏﾂｻﾞｷ　ﾕｳｷ 東京都 486 鎌⽥　まひる ｶﾏﾀ　ﾏﾋﾙ 神奈川県 キッズ
406 ⽚⽥　恵⼈ ｶﾀﾀﾞ　ｹｲﾄ 東京都 487 油井　遥⼈ ﾕｲ　ﾊﾙﾄ 東京都 キッズ
407 松井　徹平 ﾏﾂｲ　ﾃｯﾍﾟｲ 千葉県 488 ⽥島　尚樹 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ 埼⽟県 #1-PRIMERA - キッズ
408 上野　播⾥ ｳｴﾉ　ﾊﾞﾝﾘ 栃⽊県 489 中⼭　怜 ﾅｶﾔﾏ　ﾚｲ 東京都 キッズ
409 齋藤　遥翔 ｻｲﾄｳ　ﾊﾙﾄ 千葉県 ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ 490 根本　煌⽣ ﾈﾓﾄ ｺｳｷ 千葉県 Cycle DNA キッズ
410 花島　正樹 ﾊﾅｼﾏ ﾏｻｷ 神奈川県
411 ⽯川　華 ｲｼｶﾜ　ﾊﾅ 千葉県 ｵﾔﾁﾞﾁｬﾘ部 キッズ３（5〜6年⽣） 24名
412 川上　穂⾼ ｶﾜｶﾐ ﾎﾀﾞｶ 神奈川県 BeX ISOYA No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
413 菱沼　千惠 ﾋｼﾇﾏ ﾁｻﾄ 茨城県 ＴＥＡＭ　ＮＯＷ 501 都丸　藍⾳ ﾄﾏﾙ　ﾗﾝﾄ 群⾺県 COW GUMMA キッズ
414 清⽔　崚介 ｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳｽｹ 千葉県 SPG 502 ⻘⼭　哲宗 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾑﾈ 神奈川県 SORA GRIT キッズ
415 嶋⽥　隆介 ｼﾏﾀﾞ　ﾘｭｳｽｹ 千葉県 503 佐⽵　清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ 千葉県 cycleclub3UP キッズ
416 杉本　佳那恵 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｴ 千葉県 loosefish 504 村⻄　沙⽉ ﾑﾗﾆｼ ｻﾂｷ 東京都 #1-PRIMERA キッズ
417 ⻘⽊　寛樹 ｱｵｷ　ﾄﾓｷ 埼⽟県 505 渡辺　優⾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｲ 埼⽟県 キッズ
418 森井　悠期 ﾓﾘｲ　ﾕｳｺﾞ 千葉県 ｾﾏｽR新松⼾ 506 渡辺　滉⼠ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ 千葉県 4chome キッズ
419 細⽥　⾥桜 ﾎｿﾀﾞ　ﾘｵ 千葉県 507 ⾼井　英咲 ﾀｶｲ ｴｲｻｸ 東京都 キッズ
420 ⽯⼭　慶典 ｲｼﾔﾏ　ｹｲｽｹ 東京都 ⼀兵卒ｼﾞｭﾆｱ 508 蔵野　尊友 ｸﾗﾉ　ﾀｶﾄﾓ 埼⽟県 キッズ
421 冨永　仁希 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾆｷ 千葉県 TEAM SCOTT 509 ⽔⾕　悠平 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾍｲ 新潟県 キッズ
422 後藤　拓真 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 千葉県 510 本吉　怜愛 ﾓﾄﾖｼ ﾚｱ 千葉県 キッズ
423 平光　諒太 ﾋﾗｺｳ　ﾘｮｳﾀ 東京都 511 ⼩林　時央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｷｵ 千葉県 ｵｯﾃｨﾓ キッズ
424 ⾓野　未⾊ ｶｸﾉ　ﾐｲﾛ 神奈川県 Family K 512 ⽯川　太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼⽟県 TEAM AGRI withAST FOREST キッズ
425 野嵜　⽇貴 ﾉｻﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 東京都 TORQUE NOZAC 513 ⽯⽥　晴眞 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ 群⾺県 COWGUMMA キッズ
426 ⽅　希俊 ﾎｳ　ｷｼｭﾝ 千葉県 ⿓ 514 井上　湧⼼ ｲﾉｳｴ　ﾕｳｼﾝ 東京都 キッズ
427 飯⽥　颯 ｲｲﾀﾞ　ﾊﾔﾃ 群⾺県 515 柴崎　遥仁 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 茨城県 team sorriso キッズ

516 ⼤熊　淳之介 ｵｵｸﾏ　ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 東京都 TOKINO JUNIOR ROAD BIKE SCHOOL キッズ
517 野嵜　然新 ﾉｻﾞｷ ｾﾞﾝｼﾝ 東京都 TORQUE NOZAC キッズ

キッズ1（1〜2年⽣） 27名 518 内藤　⿓祥 ﾅｲﾄｳ　ﾀﾂﾖｼ 埼⽟県 キッズ
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 519 ⼤⽯　⼀翔 ｵｵｲｼ　ｶｽﾞﾄ 埼⽟県 キッズ
431 富樫　悠太郎 ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾀﾛｳ ⼭梨県 キッズ 520 ⽚⼭　丞司 ｶﾀﾔﾏ　ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 TOKINO キッズ
432 渡井　健太 ﾜﾀｲ　ｹﾝﾀ 静岡県 #1-PRIMERA- キッズ 521 ⼩林　瑞希 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐｽﾞｷ 東京都 ﾄｷﾉ キッズ
433 ⻄村　さくら ﾆｼﾑﾗ　ｻｸﾗ 東京都 ⻄村ﾌｧﾐﾘｰ キッズ 522 ⽉⾒⾥　櫂 ﾂｷﾐｻﾄ ｶｲ 東京都 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ キッズ
434 伊賀　桜 ｲｶﾞ　ｻｸﾗ 千葉県 キッズ 523 沢野　司 ｻﾜﾉ　ﾂｶｻ 埼⽟県 ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ☆ｽﾃﾗ キッズ
435 ⽯川　駿也 ｲｼｶﾜ　ｼｭﾝﾔ 栃⽊県 ひっぱれ隊 キッズ 524 ⽥島　綾⼈ ﾀｼﾞﾏ　ｱﾔﾄ 埼⽟県 #1-PRIMERA- キッズ
436 渋沢　裕次郎 ｼﾌﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 キッズ 525 篠塚　萠依 ｼﾉﾂｶ　ﾒｲ 千葉県 Cycle DNA キッズ
437 三⽇尻　陸 ﾐｶｼﾞﾘ　ﾘｸ 東京都 #1-PRIMERA キッズ 上級者 58名
438 成瀬　奏⾳ ﾅﾙｾ　ｶﾅﾄ 茨城県 キッズ No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
439 ⽥中　海奈 ﾀﾅｶ　ﾐｲﾅ 埼⽟県 TOKYO FUN RIDE キッズ 531 伊賀　幹 ｲｶﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 L
440 染川　謙太 ｿﾒｶﾜ　ｹﾝﾀ 埼⽟県 キッズ 532 ⽊村　翔 ｷﾑﾗ　ｼｮｳ 埼⽟県 M
441 村⻄　啓吾 ﾑﾗﾆｼ　ｹｲｺﾞ 東京都 #1-PRIMERA キッズ 533 斎藤　剛 ｻｲﾄｳ　ﾂﾖｼ 東京都 FORCE M
442 ⾦⽥　将⽃ ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 ﾗｾﾙﾀ キッズ 534 上瀧　豊 ｼﾞｮｳﾀｷ　ﾕﾀｶ 東京都 #1-PRIMERA- S
443 上野　雄武⽣ ｳｴﾉ　ﾕﾌﾞｷ 栃⽊県 キッズ 535 中原　涼太 ﾅｶﾊﾗ　ﾘｮｳﾀ 東京都 ﾁｰﾑﾆｼﾉ S
444 加藤　瞬 ｶﾄｳ　ｼｭﾝ 神奈川県 なし キッズ 536 森本　⼤⼼ ﾓﾘﾓﾄ　ﾀｲｼﾝ 東京都 ﾋﾟｻﾞﾏｯｸｽ M
445 花島　聡太 ﾊﾅｼﾏ　ｿｳﾀ 神奈川県 キッズ 537 永淵　陸 ﾅｶﾞﾌﾞﾁ　ﾘｸ 千葉県 AutoBahnGotemba M
446 佐藤　匠 ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ 神奈川県 キッズ 538 浜⼝　太志 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾕｷ 神奈川県 ｾｵﾚｰｼﾝｸﾞ S
447 杉本　健太朗 ｽｷﾞﾓﾄ　ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 loosefish キッズ 539 福原　⼤ ﾌｸﾊﾗ　ﾀﾞｲ 埼⽟県 ｻｲﾀﾏｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ M
448 ⻘⽊　瑞樹 ｱｵｷ　ﾐｽﾞｷ 埼⽟県 キッズ 540 森榮　晃彦 ﾓﾘｻｶ　ｱｷﾋｺ 東京都 (･囚･) M
449 ⼤塚　陽太 ｵｵﾂｶ　ﾋﾅﾀ 神奈川県 A2H3 キッズ 541 久我　創紀 ｸｶﾞ ｿｳｷ 東京都 Araren8214(ｱﾗﾚﾝ･ﾊﾂｲｼ) L
450 ⽯⼭　結菜 ｲｼﾔﾏ　ﾕｳﾅ 東京都 ⼀兵卒ｼﾞｭﾆｱ キッズ 542 安宅　将貴 ｱﾀｶ　ﾏｻﾀｶ 千葉県 Araren8214 S
451 平光　樟太 ﾋﾗｺｳ　ｼｮｳﾀ 東京都 キッズ 543 森　光流 ﾓﾘ　ﾋｶﾙ 千葉県 L
452 中⼭　⽞⼠ ﾅｶﾔﾏ　ｹﾞﾝｼ 東京都 キッズ 544 ⿑藤　宏樹 ｻｲﾄｳ　ｺｳｷ 東京都 ⾃転⾞処 ⾵輪 M
453 湊　真帆稀 ﾐﾅﾄ　ﾏﾎｷ ⾹川県 minato キッズ 545 相原　晴⼀朗 ｱｲﾊﾗ　ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ S
454 宇井　淳 ｳｲ　ｱﾂｼ 千葉県 ⿓ キッズ 546 棚橋　峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 天狗党 S
455 ⼤川　卓⼠ ｵｵｶﾜ　ﾀｸﾄ 埼⽟県 #1-PRIMERA- キッズ 547 川村　英樹 ｶﾜﾑﾗ　ﾋﾃﾞｷ 千葉県 M
456 鎌⽥　伊央⾥ ｶﾏﾀ　ｲｵﾘ 神奈川県 キッズ 548 吉江　元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 ｲﾅｰﾒ信濃⼭形 S
457 関⼝　快 ｾｷｸﾞﾁ　ｶｲ 東京都 キッズ 549 関川　恒平 ｾｷｶﾜ　ｺｳﾍｲ 東京都 ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松⼾ L

550 井狩　聖貴 ｲｶﾘ　ﾄｼｷ 千葉県 ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ L
551 平光　⻯志 ﾋﾗｺｳ　ﾘｭｳｼﾞ 東京都 M

キッズ2（3〜4年⽣） 30名 552 原　雅樹 ﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都 #1-PRIMERA- L
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 553 ⼭本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 千葉県 ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ L
461 ⾚尾杉　夏⽃ ｱｶｵｽｷﾞ　ﾅﾂ 東京都 #1 -PRIMERA- キッズ 554 ⽯井　慎太郎 ｲｼｲ　ｼﾝﾀﾛｳ 埼⽟県 しょｰがねｰだろ⾚ちゃんなんだから M
462 澤渡　晃 ｻﾜﾀﾘ ｺｳ 千葉県 Team ｾｵ扇橋 キッズ 555 川内　貞政 ｶﾜｳﾁ　ｻﾀﾞﾏｻ 千葉県 FEEC M
463 船橋　颯真 ﾌﾅﾊﾞｼ　ｿｳﾏ 千葉県 キッズ 556 澁⾕　健太郎 ｼﾌﾞﾔ　ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ M
464 ⾺島　史弥 ﾏｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 東京都 AVENTURA CYCLING ESTRELLA キッズ 557 ⼩柳　俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉県 Clichy Cycling Club M
465 渋沢　慎太郎 ｼﾌﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 キッズ 558 岩瀬　照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 東京都 Leomo Bellmare racing team M
466 成瀬　謙汰 ﾅﾙｾ　ｹﾝﾀ 茨城県 キッズ 559 ⽯倉　悠之介 ｲｼｸﾗ　ﾕｳﾉｽｹ 千葉県 ⽇⼤理⼯習志野ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会･改 L
467 染川　優太 ｿﾒｶﾜ　ﾕｳﾀ 埼⽟県 キッズ 560 ⼩林　清仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾄ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部 L
468 渡辺　葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｵｲ 埼⽟県 キッズ 561 河野　仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⻑野県 ﾁｬｸﾎﾞﾀﾚｰｼﾝｸﾞ L
469 ⼩⽥島　寛奈 ｵﾀﾞｼﾏ ｶﾝﾅ 東京都 #1-PRIMERA- キッズ 562 宮本　⼀輝 ﾐﾔﾓﾄ　ｶｽﾞｷ 千葉県 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑﾚｰｼﾝｸﾞ M
470 ⼩池　俐来 ｺｲｹ ｻﾄｷ 東京都 キッズ 563 あべ⽊　関⼆ ｱﾍﾞｷ　ｶﾝｼﾞ 神奈川県 Champion System Japan Test Team S
471 紺野　祐⽞ ｺﾝﾉ ﾕｳｹﾞﾝ 神奈川県 キッズ 564 ⼤野　裕⼆ ｵｵﾉ　ﾕｳｼﾞ 千葉県 OVER☆HEAT M
472 萩⾕　翔星 ﾊｷﾞﾔ ﾄﾜ 茨城県 茨城CX ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ キッズ 565 中川　由⼈ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳﾄ 神奈川県 S
473 ⾼橋　条 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 東京都 だめｰず キッズ 566 宮本　学 ﾐﾔﾓﾄ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 ｾｵﾚｰｼﾝｸﾞ M
474 菱沼　⼤雄 ﾋｼﾇﾏ ﾊﾙﾀｶ 茨城県 ＴＥＡＭ　ＮＯＷ キッズ 567 梅野　優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 東京都 reiwa2019 M
475 藤本　琉⽣ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾙｲ 千葉県 CycleDNA キッズ 568 嶋津　翔天 ｼﾏﾂﾞ　ｹﾝﾀ 千葉県 team APEX M
476 ⼤塚　⼤夢 ｵｵﾂｶ　ﾋﾛﾑ 神奈川県 A2H3 キッズ 569 ⽯倉　⿓⼆ ｲｼｸﾗ　ﾘｭｳｼﾞ 東京都 TOKINO M
477 ⼋鍬　耕晴 ﾔｸﾜ　ｺｳｾｲ 埼⽟県 キッズ 570 中村　真⼈ ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻﾄ 東京都 L
478 冨永　⼀慶 ﾄﾐﾅｶﾞ　ｲｯｹｲ 千葉県 TEAM SCOTT キッズ 571 野中　秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 NESTO Factory Team S
479 ⽯川　⻯⼤ ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 埼⽟県 TEAM AGRI withAST FOREST キッズ 572 ⼭内　豊和 ﾔﾏｳﾁ　ﾄﾖｶｽﾞ 東京都 ｶﾗｰｽﾞ L



573 ⼤友　守 ｵｵﾄﾓ　ﾏﾓﾙ 埼⽟県 ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ L 671 森　太⼀ ﾓﾘ　ﾀｲﾁ 東京都 ﾁﾄﾞﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ M
574 ⽇暮　将和 ﾋｸﾞﾗｼ　ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 AutoBahn Gotemba M 672 ⽥⼝　直明 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｱｷ 神奈川県 ﾁﾄﾞﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ S
575 中村　凌輔 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 L 673 出浦　良則 ｲﾃﾞｳﾗ　ﾖｼﾉﾘ 埼⽟県 TRC L
576 若⽉　隆真 ﾜｶﾂｷ　ﾀｸﾏ 埼⽟県 彩北ﾂﾌﾞﾗｰｾﾞ L 674 飯⽥　吉朗 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 群⾺県 L
577 ⽊村　皆⽃ ｷﾑﾗ　ﾐﾅﾄ 千葉県 ｾﾏｽ新松⼾ S 675 ⽥邊　秀⼀ ﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳｲﾁ 千葉県 SEMAS RACING with CITCC L
578 梅崎　匠平 ｳﾒｻｷ　ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 ﾌｨｯﾂ M 676 ⻫藤　翔 ｻｲﾄｳ　ｼｮｳ 千葉県 L
579 越川　翔輝 ｺｼｶﾜ　 ｼｮｳｷ 千葉県 OVER☆HEAT M 677 ⼭⼝　連⼀郎 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾚﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 team Sy2 S
580 ⻑川　達哉 ﾅｶﾞｶﾜ　ﾀﾂﾔ 東京都 Project Athleture M 678 中村　紀彦 ﾅｶﾑﾗ　ﾉﾘﾋｺ 広島県 L
581 ⼤塚　響 ｵｵﾂｶ　ﾋﾋﾞｷ 神奈川県 A2H3 L 679 服部　真哉 ﾊｯﾄﾘ　ｼﾝﾔ 愛知県 ととまるﾚｰｼﾝｸﾞ（仮） L
582 村⼭　悠平 ﾑﾗﾔﾏ　ﾕｳﾍｲ 千葉県 AVETURA AIKOH TOYO VICTORIA RACINGL 680 佐藤　丞 ｻﾄｳ　ﾀｽｸ 滋賀県 ととまるﾚｰｼﾝｸﾞ(仮) L
583 ⾼橋　明 ﾀｶﾊｼ　ｱｷﾗ 東京都 L 681 常廣　遥⽃ ﾂﾈﾋﾛ　ﾊﾙﾄ 千葉県 ⿃⼈間 NASG M
584 藤野　英志 ﾌｼﾞﾉ　ｴｲｼ 神奈川県 L 682 奥⽥　倫⼤ ｵｸﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 TEAM BMﾚｰｼﾝｸﾞ S
585 栗原　佑弥 ｸﾘﾊﾗ　ﾕｳﾔ 埼⽟県 ｻｲﾀﾏｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ M 683 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 M
586 杉江⽥　健⼈ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙｽｷﾞｴﾀ　ｹﾝﾄｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 神奈川県 L 684 千徳　⻯輝 ｾﾝﾄｸ　ﾘｮｳｷ 埼⽟県 PLUS ULTRA L
587 松崎　新太 ﾏﾂｻﾞｷ　ｱﾗﾀ 千葉県 まつざきﾚｰｼﾝｸﾞ M 685 ⾦⽥　歩夢 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 埼⽟県 Link vision M
588 ⾼久　胡太郎 ﾀｶｸ　ｺﾀﾛｳ 茨城県 取⼿第⼀⾼等学校 L 686 菊池　喬 ｷｸﾁ　ｷｮｳ 東京都 M
589 鈴⽊　紳之助 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 M 687 ﾍﾌｧｰ　⻯敏 ﾍﾌｧｰ ﾘｭｳﾋﾞﾝ 東京都 S

688 和⽥　駆 ﾜﾀﾞ　ｶｹﾙ 千葉県 ﾀﾋﾟｵｶﾗｲﾄﾞ協会 M
シニア（60歳以上） 19名 689 益⼭　悠 ﾏｽﾔﾏ　ﾕｳ 千葉県 BMﾚｰｼﾝｸﾞ M
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 690 吉⽥　智也 ﾖｼﾀﾞ　ﾄﾓﾔ 埼⽟県 ﾀﾋﾟｵｶﾗｲﾄﾞ協会 M
601 松本　謙 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ ⼭梨県 ﾚｻﾞﾝ⼭梨ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ L 691 ⻄本　健三郎 ﾆｼﾓﾄ　ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 ⼋王⼦桑志⾼校 M
602 中村　宗哲 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾃﾂ 東京都 ｼｸﾛｸﾗﾌﾞ M 692 ⾚坂　明憲 ｱｶｻｶ　ｱｷﾉﾘ 埼⽟県 ﾊｯﾋﾟｰﾏｲﾚｰｼﾞ L
603 泉　三男 ｲｽﾞﾐ ﾐﾂｵ 静岡県 di LAVORANTE M 693 井上　貴仁 ｲﾉｳｴ　ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 ULTIMATE RAMEN TEAM M
604 遠⼭　良夫 ﾄｵﾔﾏ ﾖｼｵ 埼⽟県 ﾌﾗｼｰﾎﾞ M 694 泉　颯太 ｲｽﾞﾐ　ｿｳﾀ 東京都 M
605 佐々⽊　実雄 ｻｻｷ　ｼﾞﾂｵ 千葉県 Nakamura Racing L
606 多久　正家 ﾀｸ　ﾏｻｲｴ 埼⽟県 L 696 渡辺　凪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞ 千葉県 L
607 内川　健 ｳﾁｶﾜ　ﾀｹｼ 神奈川県 Collina Z M 697 渡部　駿貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｷ 神奈川県 L
608 平賀　正 ﾋﾗｶﾞ ﾀﾀﾞｼ ⼭梨県 ﾚｻﾞﾝ⼭梨 M 698 秋⽥　圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城県 Flecha M
609 松実　利幸 ﾏﾂﾐ　ﾄｼﾕｷ 神奈川県 M 699 倉⽥　育美 クラタ　イクミ 愛知県 STUDIO　i
610 内野　卓也 ｳﾁﾉ　ﾀｸﾔ 茨城県 L
611 久我　良仁 ｸｶﾞ　ﾖｼﾋﾄ 千葉県 SEO8214 M シニア初級（50歳以上） 32名
612 ⼩林　⼀美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 千葉県 teamAPEX M No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
613 ⾼橋　國⼠ ﾀｶﾊｼ　ｸﾆｵ 東京都 BEX ISOYA S 711 中⼾川　太 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾌﾄｼ 千葉県 BLANCHE L
614 賢賀　雅紀 ｹﾝｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 ﾆｺﾝﾚｰｼﾝｸﾞ M 712 吉⽥　正春 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都 ﾒｲﾄﾞさん学科⾃転⾞部 M
615 梅⽥　善昭 ｳﾒﾀﾞ　ﾖｼｱｷ 東京都 M 713 ⽮澤　京太郎 ﾔｻﾞﾜ　ｷｮｳﾀﾛｳ 千葉県 M
616 ⼤塚　和平 ｵｵﾂｶ ﾜﾍｲ 東京都 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ90 M 714 神⾕　敦⺒ ｶﾐﾔ　ｱﾂｼ 埼⽟県 さんぺい L
617 松上　茂 ﾏﾂｶﾞﾐ　ｼｹﾞﾙ 千葉県 M 715 伊勢　悦丈 ｲｾ　ﾖｼﾀｹ 埼⽟県 Prego Racing M
618 追分　健爾 ｵｲﾜｹ　ｹﾝｼﾞ 埼⽟県 team sean L 716 保坂　好明 ﾎｻｶ　ﾖｼｱｷ 埼⽟県 L
619 古川　隆 ﾌﾙｶﾜ　ﾀｶｼ 神奈川県 L 717 ⾼野　洋⼀ ﾀｶﾉ ﾖｳｲﾁ 埼⽟県 L

718 伊藤　薫紀 ｲﾄｳ　ｼｹﾞｷ 東京都 TNY M
719 筒井　正明 ﾂﾂｲ　ﾏｻｱｷ 千葉県 Tsu L

中級者 68名 720 ⼾國　素直 ﾄｸ⼆ ﾓﾄﾅｵ 千葉県 ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ 新松⼾ L
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 721 藤井　秀治 ﾌｼﾞｲ　ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 L
631 福村　雅幸 ﾌｸﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ 千葉県 L 722 篠崎　清⼈ ｼﾉｻﾞｷ　ｷﾖﾋﾄ 東京都 ＡRCC M
632 ⼩宮　貴裕 ｺﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 ｾﾏｽ新松⼾ S 723 安藤　和⽣ ｱﾝﾄﾞｳ　ｶｽﾞｵ 千葉県 teamAPEX M
633 渡邉　海⽃ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｲﾄ 千葉県 M 724 ⾼川　孝⼀ ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ　　 千葉県 TEAM  Bee L
634 ⾼橋　幸⼀ ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 千葉県 M
635 鈴⽊　威彦 ｽｽﾞｷ　ﾀｹﾋｺ 千葉県 TEAM GIRO M 726 富⽥　真司 ﾄﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 千葉県 ｾﾏｽＲ新松⼾ S
636 村⻄　裕忠 ﾑﾗﾆｼ　ﾋﾛﾀﾀﾞ 東京都 #1-PRIMERA L 727 秋⼭　繁 ｱｷﾔﾏ　ｼｹﾞﾙ 千葉県 SEO8214 M
637 ⾚松　学 ｱｶﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ ⼭梨県 松本CC M 728 宮腰　義孝 ﾐﾔｺｼ　ﾖｼﾀｶ 東京都 L
638 海沼　慶明 ｶｲﾇﾏ　ﾖｼｱｷ 千葉県 S 729 野中　武也 ﾉﾅｶ ﾀｹﾔ 千葉県 SEO8214 L
639 佐野　琢磨 ｻﾉ　ﾀｸﾏ 千葉県 L 730 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾂﾖｼ 埼⽟県 L
640 佐藤　正祥 ｻﾄｳ　ﾏｻﾅｶﾞ 千葉県 明治⼤学ｻｲｸﾘｽﾂﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ L 731 佐藤　展彰 ｻﾄｳ　ﾉﾌﾞｱｷ 静岡県 ⾵に吹かれる会 L
641 上村　拓哉 ｳｴﾑﾗ　ﾀｸﾔ 千葉県  RINRINracing S 732 野間　⼀史 ﾉﾏ　ｶｽﾞｼ 東京都 ﾕｷﾘﾝ M
642 ⼩林　正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 東京都 RinRinRacing M 733 柴崎　功⼠ ｼﾊﾞｻﾞｷ　ｺｳｼﾞ 茨城県 team sorriso L
643 ⽯丸　貴昭 ｲｼﾏﾙ　ﾀｶｱｷ 千葉県 JKD L 734 檜⼭　昭信 ﾋﾔﾏ　ｱｷﾉﾌﾞ 茨城県 PADDY HITACHINAKA M
644 今関　泰史 ｲﾏｾﾞｷ　ﾔｽｼ 千葉県 JKD L 735 佐藤　純 ｻﾄｳ　ｼﾞｭﾝ 東京都 M
645 坂巻　徹 ｻｶﾏｷ ﾄｵﾙ 神奈川県 M 736 池原　洋 ｲｹﾊﾗ　ﾖｳ 神奈川県 L
646 岡崎　⼤典 ｵｶｻﾞｷ　ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 PLAYHOLICS S 737 福⽥　博⽂ ﾌｸﾀﾞ　ﾋﾛﾌﾐ 東京都 L
647 藤平　悠介 ﾌｼﾞﾋﾗ　ﾕｳｽｹ 東京都 ﾊﾞｲｼｸﾙｽｻﾅｴﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ M 738 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 ﾍﾟｲｽﾀｰｽﾞ M
648 富⽥　駿 ﾄﾐﾀ　ｽｸﾞﾙ 千葉県 tom's cycling M 739 花房　武司 ﾊﾅﾌｻ　ﾀｹｼ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ M
649 尾﨑　⼤和 ｵｻｷ　ﾔﾏﾄ 茨城県 M 740 岩⽥　全弘 ｲﾜﾀ　ﾏｻﾋﾛ 千葉県 ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松⼾ L
650 ⼩坂　悠⼈ ｺｻｶ ﾕｳﾄ 東京都 霧⾬魔法店 M 741 藤崎　幸夫 ﾌｼﾞｻｷ　ﾕｷｵ 千葉県 N道場 L
651 柳　純平 ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 嫁が画⾯から出てこな M 742 根本　由和 ﾈﾓﾄ　ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 ｾﾏｽ新松⼾ M
652 天野　真⼀ ｱﾏﾉ ｼﾝｲﾁ 東京都 TOKINO L
653 ⻑塚　弘輝 ﾅｶﾞﾂｶ　ﾋﾛｷ 茨城県 Araren8214 M シニア中・上級クラス（50歳以上） 15名
654 林　和⼈ ﾊﾔｼ　ｶｽﾞﾄ 埼⽟県 L No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ
655 佐藤　拓 ｻﾄｳ　ﾀｸ 神奈川県 L 751 ⼭⽥　朗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 M
656 川合　雄太 ｶﾜｲ　ﾕｳﾀ 千葉県 ｾﾏｽ新松⼾ M 752 加藤　浩⼀ ｶﾄｳ　ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 ﾁｰﾑSUZAKI L
657 浪川　祥弘 ﾅﾐｶﾜ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 ｴｸｽﾄﾘｰﾑつくば M 753 佐藤　真⼀ ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 ｷﾔﾉﾝCC M
658 佐藤　駿 ｻﾄｳ　ｼｭﾝ 埼⽟県 L 754 三須　正 ﾐｽ　ﾀﾀﾞｼ 千葉県 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝﾅｰｽﾞⅢ M
659 多⽥　純司 ﾀﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 team Bee L 755 ⽊⼭　智 ｷﾔﾏ ｻﾄｼ 東京都 Team ARI L
660 笠井　久光 ｶｻｲ　ﾋｻﾐﾂ 千葉県 SEO8214 L 756 廣川　史典 ﾋﾛｶﾜ　ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 ﾁｰﾑＢＭﾚｰｼﾝｸﾞ M
661 岡本　康平 ｵｶﾓﾄ　ｺｳﾍｲ 千葉県 ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ L 757 ⼭倉　幹丈 ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞ M
662 岡⽥　昌紀 ｵｶﾀﾞ　ﾏｻｷ 神奈川県 ﾊﾞﾙﾊﾞ M 758 鶴沢　和彦 ﾂﾙｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ L
663 荒井　保典 ｱﾗｲ ﾔｽﾉﾘ 東京都 PineHills '90 M 759 ⽵村　恵悟 ﾀｹﾑﾗ ｹｲｺﾞ 千葉県 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝﾅｰｽﾞⅢ L
664 宮脇　浩 ﾐﾔﾜｷ　ﾋﾛｼ 神奈川県 ﾋﾟｽﾀﾁｵ･ﾌﾞﾙｰﾏﾝ M 760 棈⽊　俊⼀ ｱﾍﾞｷ　ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 M
665 ⼩⼝　慎雄 ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部 L 761 斎藤　誠吾 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 神奈川県 ﾁﾄﾞﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ L
666 吉越　優太 ﾖｼｺｼ ﾕｳﾀ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部 M 762 関　隆芳 ｾｷ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 湘南浪漫 S
667 増⽥　信⼀ ﾏｽﾀﾞ　ｼﾝｲﾁ 千葉県 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝﾅｰｽﾞⅢ L 763 ⾼橋　信宏 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼⽟県 teamAPEX M
668 ⼩野　嘉之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 千葉県 L 764 中江　俊 ﾅｶｴ ｼｭﾝ 千葉県 ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ M
669 駒井　裕太 ｺﾏｲ　ﾕｳﾀ 東京都 L 765 ⼩野　忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ 埼⽟県 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ90 L
670 坪野内　孝宏 ﾂﾎﾞﾉｳﾁ　ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 M 766 笹⾕　勝⼰ ササタニ　カツミ 千葉県 Collina Z



レディース 18名 868 ⼤村　幸敬 ｵｵﾑﾗ　ﾕｷﾀｶ 千葉県 SEO8214 M
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 869 塩⼊　昭博 ｼｵｲﾘ　ｱｷﾋﾛ 千葉県 seo 8214 L
771 樫⽊　祥⼦ ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 S 870 鈴⽊　貞允 ｽｽﾞｷ　ｻﾀﾞﾁｶ 千葉県 S
772 柳下　真理⼦ ﾔｷﾞｼﾀ　ﾏﾘｺ 神奈川県 #1-PRIMERA M 871 本間　響 ﾎﾝﾏ　ﾋﾋﾞｷ 千葉県 北総Racing(東海⼤浦安) S
773 富⽥　美穂 ﾄﾐﾀ　ﾐﾎ 千葉県 tom's cycling S 872 藤岡　栄翔 ﾌｼﾞｵｶ　ｴｲｼｮｳ 千葉県 M
774 ⽯井　美絵 ｲｼｲ ﾐｴ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞ S 873 北島　柊歩 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 茨城県 M
775 関根　千絵 ｾｷﾈ ｶｽﾞｴ 東京都 M 874 由井　⼤地 ﾕｲ　ﾀﾞｲﾁ 千葉県 L
776 へﾌｧｰ　英⼦ ﾍﾌｱ　ｴｲｺ 東京都 S 875 安瀬　⼀騎 ｱﾝｾ　ｲｯｷ 茨城県 L
777 古⽥　佳美 ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐ 神奈川県 TEAM DREAMER S 876 辺⾒　⼤地 ﾍﾝﾐ　ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 M
778 ⼭⼝　優⼦ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 TOKINOﾁｰﾑ⿓⼆ﾚﾃﾞｨｰｽ S 877 渡辺　秀太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳﾀ 東京都 L
779 松原　真央⼦ ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾏｵｺ 千葉県 S 878 井⼝　和也 ｲｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾔ 神奈川県 お⿂くん L
780 内藤　美紀 ﾅｲﾄｳ　ﾐｷ 埼⽟県 L 879 加藤　⼤和 ｶﾄｳ　ﾔﾏﾄ 東京都 侍ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ L
781 岩井　享⼦ ｲﾜｲ　ｷｮｳｺ 千葉県 M 880 ⻑野　義春 ﾅｶﾞﾉ　ﾖｼﾊﾙ 千葉県 L
782 森本　恵美⼦ ﾓﾘﾓﾄ　ｴﾐｺ 東京都 M 881 安藤　皓輔 ｱﾝﾄﾞｳ　ｺｳｽｹ 東京都 M
783 ⽯垣　⾥紗 ｲｼｶﾞｷ　ﾘｻ 東京都 PRIMERA S 882 ⽮野　秀⽃ ﾔﾉ　ｼｭｳﾄ 千葉県 M
784 新沼　杏菜 ﾆｲﾇﾏ ｱﾝﾅ 栃⽊県 ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ S 883 中村　樹 ﾅｶﾑﾗ　ｲﾂｷ 茨城県 やるﾎﾟﾀしか認めない⼈ L
785 ⽔⾕　彩奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ 新潟県 S
786 栗原　茉⼦ ｸﾘﾊﾗ　ﾏｺ 東京都 Team⼭登 M
787 船橋　星来 ﾌﾅﾊﾞｼ ｾﾗ 埼⽟県 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ M 初級者 2組 57名
788 髙橋　実結 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾕ 東京都 ﾁｰﾑ⼭登 S No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ

884 ⾯⾕　聡 ｵﾓﾀﾞﾆ ｻﾄｼ 東京都 ｷﾔﾉﾝｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ S
885 ⾼橋　剛 ﾀｶﾊｼ　ﾂﾖｼ 東京都 ｾﾏｽR新松⼾ M

中学⽣ 19名 886 福壽　健 ﾌｸｼﾞｭ　ｹﾝ 千葉県 ｾﾏｽR新松⼾ M
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 887 野村　泰弘 ﾉﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 東京都 M
801 細⾕　幹⼤ ﾎｿﾀﾆ ﾐｷﾋﾛ 千葉県 club pk M 888 松本　⼼平 ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾝﾍﾟｲ 埼⽟県 prego M
802 ⽯井　葉琉万 ｲｼｲ　ﾊﾙﾏ 千葉県 M 889 江澤　勇 ｴｻﾞﾜ　ｲｻﾑ 千葉県 L
803 萩⾕　蒼⾵ ﾊｷﾞﾔ　ｿﾗ 茨城県 Flecha L 890 岩瀬　宜⼤ ｲﾜｾ　ﾉﾘﾋﾛ 千葉県 ﾃﾞｶ尻ｺｰｷﾞｰはSSだぜ︕︕ M
804 福崎　裕太 ﾌｸｻﾞｷ　ﾕｳﾀ 千葉県 北総ﾚｰｼﾝｸﾞ L 891 磯野　諒 ｲｿﾉ　ﾘｮｳ 千葉県 Cinq Morceau L
805 星野　翠騎 ﾎｼﾉ　ｽｲｷ 静岡県 ﾐｿﾉｲﾚｰｼﾝｸﾞ M 892 齋藤　晃太 ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀ 千葉県 Cinq Morceau M
806 成瀬　怜 ﾅﾙｾ　ﾘｮｳ 茨城県 S 893 影⼭　⼤祐 ｶｹﾞﾔﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 Cinq Morceau L
807 室伏　碧透 ﾑﾛﾌｼ　ｱｵﾄ 千葉県 L 894 ⾼橋　尚暉 ﾀｶﾊｼ　ﾅｵｷ 千葉県 Cinq Morceau L
808 ⼭下　哲平 ﾔﾏｼﾀ　ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 ﾄｷﾉ S 895 篠⽥　亮太朗 ｼﾉﾀﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉県 circlecycle L
809 相村　真翔 ｱｲﾑﾗ ﾏﾅﾄ 栃⽊県 ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ S 896 菅家　優樹 ｶﾝｹ　ﾕｳｷ 千葉県 M
810 ⾵間　⼤和 ｶｻﾞﾏ　ﾔﾏﾄ 東京都 VENTOS FRECCIA M 897 稲葉　柊 ｲﾅﾊﾞ　ｼｭｳ 千葉県 TLM M
811 藤本　怜 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾚｲ 千葉県 CycleDNA M 898 元平　達朗 ﾓﾄﾋﾗ　ﾀﾂﾛｳ 東京都 WUG! Racing M
812 平野　響⼰ ﾋﾗﾉ　ﾋﾋﾞｷ 千葉県 ZEKE M 899 向後　涼介 ｺｳｺﾞ　ﾘｮｳｽｹ 茨城県 L
813 ⽯⽥　航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 群⾺県 COWGUMMA S 900 ⽔上　貴仁 ﾐｽﾞｶﾐ　ﾀｶﾋﾄ 千葉県 ⽔神会 M
814 菅⾕　優太 ｽｶﾞﾔ　ﾕｳﾀ 茨城県 M
815 三宅　太⽣ ﾐﾔｹ　ﾀｲｾｲ 茨城県 M 902 今仲　保宏 ｲﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 M
816 筒井　和 ﾂﾂｲ　ﾔﾏﾄ 東京都 Team⼭登(ﾔﾏﾄ) M 903 横⼭　⼤輔 ﾖｺﾔﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 Paddy Hitachinaka L
817 原　維吹樹 ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 東京都 Team⼭登(ﾔﾏﾄ) M 904 菅原　朋樹 ｽｶﾞﾊﾗ　ﾄﾓｷ 群⾺県 HVRL-ccc- L
818 ⼩島　環 ｺｼﾞﾏ ｶﾝ 東京都 佼成学園⾃転⾞競技部 M 905 上野　克⼰ ｳｴﾉ　ｶﾂﾐ 東京都 L
819 oiwake　sean ｵｲﾜｹ　ｼｮｰﾝ 埼⽟県 team sean M 906 中　英徳 ﾅｶ　ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 L
820 ⼤⾦幸太郎 オオガネコウタロウ 埼⽟県 8214 M 907 北野　秀晃 ｷﾀﾉ　ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 L

908 井東　親吾 ｲﾄｳ　ｼﾝｺﾞ 東京都 ﾁｰﾑおとん L
初級者 1組 53名 909 池⽥　勝 ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾙ 東京都 L
No. 名前 フリガナ 都道府県 チーム名 サイズ 910 ⼭﨑　達也 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀﾂﾔ 千葉県 M
831 三島　克也 ﾐｼﾏ　ｶﾂﾔ 千葉県 M 911 ⼤井　俊雄 ｵｵｲ　ﾄｼｵ 東京都 L
832 越智　進太郎 ｵﾁ　ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 Team IBM M 912 新村　隼⼈ ｼﾝﾑﾗ　ﾊﾔﾄ 埼⽟県 team Sy2 S
833 橋本　惇史 ﾊｼﾓﾄ　ｱﾂｼ 千葉県 L 913 ⼭⼝　天⾺ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾃﾝﾏ 埼⽟県 L
834 丹⽻　晴信 ﾆﾜ　ﾊﾙﾉﾌﾞ 千葉県 M 914 鎌⽥　泰央 ｶﾏﾀ　ﾔｽｵ 神奈川県 M
835 ⼩野﨑　晋太郎 ｵﾉｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 L 915 ⼤⻄　崇 ｵｵﾆｼ　ｼｭｳ 東京都 L
836 福⽥　博⽂ ﾌｸﾀﾞ　ﾋﾛﾌﾐ 東京都 L 916 福⽥　忠彦 ﾌｸﾀﾞ　ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 L
837 ⽯井　稔 ｲｼｲ　ﾐﾉﾙ 千葉県 L 917 ⾓村　司 ｶﾄﾞﾑﾗ　ﾂｶｻ 茨城県 L
838 鈴⽊　隼⼈ ｽｽﾞｷ　ﾊﾔﾄ 千葉県 M 918 菊池　真也 ｷｸﾁ　ｼﾝﾔ 千葉県 M
839 松永　⼤輔 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 東京都 L 919 渡部　潤治 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 L
840 太野　俊之 ｵｵﾉ ﾄｼﾕｷ 千葉県 S 920 関沢　耕平 ｾｷｻﾞﾜ　ｺｳﾍｲ 東京都 team oton M
841 中川　冬威 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｳｲ 千葉県 M 921 牧野　拓⼈ ﾏｷﾉ　ﾀｸﾄ 茨城県 paddy M
842 太野　知之 ｵｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 M 922 関野　匠 ｾｷﾉ　ﾀｸﾐ 茨城県 茗溪学園 M
843 河村　英孝 ｶﾜﾑﾗ　ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 M 923 ⼭⼝　智之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 PaddyHitachinaka M
844 後藤　真⼀ ｺﾞﾄｳ　ｼﾝｲﾁ ⼭梨県 L
845 ⽥中　正紀 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾉﾘ 東京都 ﾑｰﾎﾟﾝ＆ﾔｯｼｰ M 925 ⼩松原　健史 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾀｹﾌﾐ 埼⽟県 ﾗ･ﾓﾝﾀｰﾆｬﾝ M
846 ⻫藤　翼 ｻｲﾄｳ　ﾂﾊﾞｻ 千葉県 早稲⽥ﾎﾞｲﾗｰﾙｰﾑ L 926 森⽥　順也 ﾓﾘﾀ　ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県 NASG M
847 ⼤沼　貴志 ｵｵﾇﾏ　ﾀｶｼ 埼⽟県 L 927 越川　純 ｺｼｶﾜ　ｼﾞｭﾝ 千葉県 志⽥愛佳さん21歳おめでとう｡/TROIS M
848 ⿊⽵　俊太 ｸﾛﾀｹ　ｼｭﾝﾀ 栃⽊県 CCC M 928 ⽯⽥　航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 群⾺県 COWGUMMA S
849 加藤　義和 ｶﾄｳ　ﾖｼｶｽﾞ 東京都 ｻﾑﾗｲｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ L 929 翁　祥太 ｵｷﾅ　ｼｮｳﾀ 東京都 L
850 中村　洋平 ﾅｶﾑﾗ　ﾖｳﾍｲ 千葉県 team APEX M 930 夏堀　優輝 ﾅﾂﾎﾞﾘ　ﾕｳｷ 千葉県 ｺｽﾄｺのﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞは美味しいめぅ L
851 渡辺　祐也 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾔ 神奈川県 ccc M 931 吉⽥　光希 ﾖｼﾀﾞ　ｺｳｷ 千葉県 ｺｽﾄｺのﾎｯﾄﾄﾞｯｸは美味しいめぅ M
852 春⽇　⼤河 ｶｽｶﾞ　ﾀｲｶﾞ 埼⽟県 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ90 L 932 持⽥　⼤和 ﾓﾁﾀﾞ　ﾔﾏﾄ 千葉県 ゆあちｰず M
853 宇佐⾒　純⼀ ｳｻﾐ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼⽟県 S 933 浅岡　崇⼀ ｱｻｵｶ　ｼｭｳｲﾁ 千葉県 k39racingteam L
854 加⼭　和利 ｶﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 埼⽟県 L 934 下⼭　颯太 ｼﾓﾔﾏ　ｿｳﾀ 千葉県 M
855 吉岡　勝彦 ﾖｼｵｶ ｶﾂﾋｺ 東京都 ｵｼｬﾚｶﾌｪﾗｲﾀﾞｰｽﾞ M 935 ⼩澤　典敬 ｺｻﾞﾜ　ﾉﾘﾀｶ 東京都 M
856 佐藤　星河 ｻﾄｳ　ｾｲｶﾞ 東京都 ｵｼｬﾚｶﾌｪﾗｲﾀﾞｰｽﾞ M 936 宮川　⼤和 ﾐﾔｶﾜ　ﾔﾏﾄ 東京都 正則⾼等学校 S
857 ⽥村　昂之 ﾀﾑﾗ　ｺｳｼﾞ 東京都 ｵｼｬﾚｶﾌｪﾗｲﾀﾞｰｽﾞ M 937 酒主　なおや ｻｶﾇｼ　ﾅｵﾔ 茨城県 L
858 ⽯川　壮太 ｲｼｶﾜ　ｿｳﾀ 東京都 みかんのうた L 938 ⼩島　環 ｺｼﾞﾏ ｶﾝ 東京都 佼成学園⾃転⾞競技部 M
859 津⽥　和久 ﾂﾀﾞ　ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 L 939 三浦　隼⽃ ﾐｳﾗ　ﾊﾔﾄ 茨城県 M
860 川辺　絢哉 ｶﾜﾍﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 L 940 沢野　晃 ｻﾜﾉ　ﾋｶﾙ 埼⽟県 M
861 吉村　和⼠ ﾖｼﾑﾗ　ｶｽﾞｼ 埼⽟県 ｸｰｹﾞﾙ S
862 相村　誠 ｱｲﾑﾗ　ﾏｺﾄ 栃⽊県 M
863 細⾙　隼希 ﾎｿｶﾞｲ　ﾊﾔｷ 東京都 M
864 本間　芳幸 ﾎﾝﾏ　ﾖｼﾕｷ 千葉県 M
865 菱沼　賢司 ﾋｼﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 TEAM NOW S
866 桐⾕　朋宏 ｷﾘﾔ　ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ M
867 岩崎　洋平 ｲﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ 千葉県 内房ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ L


