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エキスパート【上級者・登録者】 ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 42名 66 叶内 輝⼈ カナウチ アキト ⼭形県 ⽇新中学校

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 67 中島 壮流 ナカジマ ソウル ⻑野県 イナーメ信濃⼭形

1 紺野 元汰 コンノ ゲンタ 神奈川県 SBCVertexRacing 68 岩⽉ 諒太郎 イワツキ リョウタロウ 神奈川県 Team BFY Racing

2 圓⼭ 浩晃 マルヤマ ヒロアキ 新潟県 F(t)麒麟⼭Racing 69 三浦 ⼀真 ミウラ カズマ 神奈川県 Team BFY Racing

3 ⽯塚 将⼈ イシヅカ マサト 千葉県 湾岸カレーユナイテッド 70 ⽥中 悠樹 タナカ ハルキ 千葉県 ⽥中家

4 杉⼭ ⻯ スギヤマ トオル 新潟県 ケニーズ 71 ⽚岡 豊 カタオカ ユタカ 茨城県 ノザワレーシングファミリー

5 佐藤 秀和 サトウ ヒデカズ 埼⽟県 サイクルフリーダムレーシング 72 杉⼭ 陸 スギヤマ リク 栃⽊県 真岡⼯業

6 ⽯橋 利晃 イシバシ トシアキ 千葉県 ＷＣＵ

7 ⾼橋 滉太郎 タカハシ コウタロウ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド 男⼦B（19歳〜29歳） 44名

8 阿島 哲夫 アジマ テツオ 神奈川県 なるしまフレンド No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

9 近藤 和史 コンドウ カズフミ 群⾺県 HARP.RC 91 佐藤 琢磨 サトウ タクマ 神奈川県 ＥＮＧ　Ｆａｍｉｌｙ

10 ⽚倉 岳瑠 カタクラ タケル 埼⽟県 CLUBろーたす 92 野澤 秀典 ノザワ ヒデノリ 茨城県 NRF

11 加藤 勇気 カトウ ユウキ ⼭形県 Teamぷしゅ 93 齋藤 寛太 サイトウ カンタ 茨城県 ウィンディー筑波

12 中⼭ 朝⽇ ナカヤマ アサヒ 埼⽟県 BSC⾃転⾞部 94 砂賀 ⽴ スナガ リツ 東京都

13 安宅 将貴 アタカ マサタカ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド 95 ⽥村 亮 タムラ リョウ 東京都 グランディヴェル

14 ⽯原 悠希 イシハラ ユウキ 栃⽊県 96 ⼟肥 慶太郎 ドヒ ケイタロウ 神奈川県

15 佐藤 駿 サトウ シュン 群⾺県 97 新井 ⿓ アライ リョウ 埼⽟県 @BEAT@

16 ⼩畑 郁 オバタ カオル 東京都 98 川瀬 昂平 カワセ コウヘイ ⼭梨県

17 ⼭崎 僚⼤ ヤマザキ リョウタ 栃⽊県 99 多⽥ ⼀樹 タダ カズキ 東京都 RAMON

18 伊藤 晋⼀ イトウ シンイチ 神奈川県 G.S.POSITIVO 100 神⽥ 恭宏 カンダ ヤスヒロ 埼⽟県

19 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 神奈川県 101 加野 徹 カノ トオル 埼⽟県 #1-PRIMERA-

20 鍜治ヶ澤 光紀 カジガサワ ミツノリ 群⾺県 HARP.R.C 102 藤原 正貴 フジワラ マサタカ 栃⽊県 ⻲⼭社中

21 ⽶⽥ 紘貴 ヨネダ コウキ 埼⽟県 103 宮⽥ 直也 ミヤタ ナオヤ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

22 ⼩澤 拓⼈ オザワ タクト 神奈川県 たかだフレンド 104 菊地 喜久 キクチ ヨシヒサ 神奈川県

23 宮本 ⼆郎 ミヤモト ジロウ 栃⽊県 105 当間 佑輔 トウマ ユウスケ 埼⽟県

24 ⼭本 雅道 ヤマモト マサミチ 神奈川県 Team BFY Racing 106 中⼭ 祥貴 ナカヤマ ヨシキ 神奈川県 横浜国⽴⼤学トライアスロン部

25 駒井 裕太 コマイ ユウタ 東京都 なし 107 ⽵内 昌憲 タケウチ マサノリ 埼⽟県 TrailBlazer

26 前川 太⼀ マエカワ タイチ 千葉県 WCU 108 須藤 卓 ストウ スグル 埼⽟県 あらかわZoo Racing

27 ⿃倉 必勝 トリクラ ヒッショウ 神奈川県 SBC VERTEX 109 富永 隆平 トミナガ リュウヘイ 千葉県 千葉⼤学サイクリング部

28 松島 寿樹 マツシマ トシキ 茨城県 OTR 110 瀬⼾ 庸暉 セト ヤスアキ 福島県 郡⼭サイクルフレンズ

29 ⾼橋 誠 タカハシ マコト 埼⽟県 RoppongiExpress 111 豊⽥ 栄右 トヨダ エイスケ 東京都 RAMON BIKES

30 福⽥ 圭晃 フクダ ヨシアキ 神奈川県 VéloClubCorbas 112 吉⽥ 昂広 ヨシダ タカヒロ 東京都

31 両部 桂⼀ リョウベ ケイイチ 千葉県 オッティモ 113 齋藤 祐介 サイトウ ユウスケ 東京都 千葉⼤学サイクリング部

32 永井 信義 ナガイ ノブヨシ 東京都 なるしまフレンド 114 斎藤 拓歩 サイトウ タクホ 福島県

33 吉岡 潤 ヨシオカ ジュン 岡⼭県 WCU 115 ⼤平 慎⼀郎 オオヒラ シンイチロウ 東京都

34 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 神奈川県 116 ⾼橋 真 タカハシ マコト 茨城県

35 ⽯井 悠太郎 イシイ ユウタロウ 東京都 117 滝⼝ 真⼤ タキグチ マサヒロ 千葉県 千葉⼤学サイクリング部

36 ⾼清⽔ 天翔 タカシミズ テンショウ 静岡県 SBC Vertex 118 ⾹⼭ ⻯雅 コウヤマ リュウガ 埼⽟県 千葉⼤学サイクリング部

37 ⻑塚 寿⽣ ナガツカ トシキ 茨城県 弱⾍ペダルサイクリングチーム 119 松澤 柊太郎 マツザワ シュウタロウ 東京都 SBC

38 ⼩⼭⽥ 亮 オヤマダ リョウ 静岡県 TEAM YOU CAN 120 檀 祐太郎 ダン ユウタロウ 東京都 シクロクラブ

39 塩野 淳平 シオノ ジュンペイ 東京都 TEAM SPORTS KID 121 ⾦内 桐吾 カナウチ トウゴ 東京都 新しいフォルダー

40 ⼩⼭⽥ 圭太 オヤマダ ケイタ 栃⽊県 ⽩河実業⾼校 122 藤井 祐介 フジイ ユウスケ 東京都

41 清⽔ ⼤地 シミズ ダイチ 栃⽊県 123 能勢 佳直 ノセ カジキ 神奈川県 防衛⼤学校⾃転⾞競技部

42 ⼭本 健⼀ ヤマモトケンイチ 東京都 Roppongi Express 124 菅野 元希 スガノ ゲンキ 神奈川県 bikeport  R.R

43 ⾼橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城県 GROWING Racing Team 125 古川 由貴 フルカワ ユウキ 神奈川県 vengepro2020

44 柴沼 ⽞⼈ シバヌマ ゲント 茨城県 GROWING Racing Team 126 市川 貴⼤ イチカワ タカヒロ 埼⽟県 シクロクラブ

127 榊原 雅史 サカキバラ マサシ 茨城県 KasamaVolpe

男⼦A（中⾼⽣） 12名 128 坂本 和磨 サカモト カズマ 千葉県 千葉⼤学サイクリング部

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 129 向後 涼介 コウゴ リョウスケ 茨城県 花王⿅島

61 ⼭本 率揮 ヤマモト リツキ 東京都 Team J,酎 130 滝澤 悠 タキザワ ユウ 群⾺県 千葉⼤学サイクリング部

62 野沢 昂⽮ ノザワ コウヤ 栃⽊県 131 ⽚倉 ⼤起 カタクラ ダイキ 埼⽟県

63 若⽉ 隆真 ワカツキ タクマ 埼⽟県 彩北ツブラーゼ 132 ⼩林 ⼤地 コバヤシ ダイチ 埼⽟県

64 ⽣天⽬ 直樹 ナバタメ ナオキ 神奈川県 133 渡部 悠聖 ワタナベ ユウセイ 群⾺県 愉快な仲間たち

65 ⽣天⽬ 隼⼈ ナバタメ ハヤト 神奈川県 134 久保⽥ 豊⾂ クボタ トヨシゲ 群⾺県 愉快な仲間たち
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男⼦C（30歳〜34歳） 42名 216 嶋崎 ⼤ シマザキ ダイ 東京都 bikeport R.R

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 217 星野 由路 ホシノ ユウジ 群⾺県 チーム ハルヒル

151 飯⽥ 広之 イイダ ヒロユキ 神奈川県 STRADA COSTIERA 218 ⻘⽊ ⼤輔 アオキ ダイスケ 東京都

152 ⽴⼭ 宏⼀ タテヤマ コウイチ 栃⽊県 ろーたす 219 ⿊須 翔吾 クロス ショウゴ 埼⽟県

153 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 220 奥野 洵 オクノ ジュン 群⾺県 ELM

154 下浅 地広 シモアサ チヒロ 東京都 221 岡部 友彰 オカベ トモアキ 埼⽟県 笹原サイクル

155 ⻄畠 錦司 ニシハタ キンジ 栃⽊県 TSTECH⾃転⾞部 222 ⽮島 真吾 ヤジマ シンゴ 埼⽟県 nm7 Racing

156 野⽥ 慧太 ノダ ケイタ 茨城県 チーム・フォルツァ︕ 223 坂井 勝利 サカイ マサトシ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部GRBO

157 岡本 善基 オカモト ソンギ 東京都 ZERO to TOP 224 坂⼤ ⼀雄 バンダイ カズオ 東京都 tok-uni９

158 杉浦 亮介 スギウラ リョウスケ 東京都 225 近藤 直樹 コンドウ ナオキ 埼⽟県 TEAM MILANO

159 橋本 元気 ハシモト ゲンキ 栃⽊県 しょぼよわ宇都宮⽀店 226 ⾚⽊ 真⼀郎 アカギ シンイチロウ 茨城県

160 三澤 進 ミサワ ススム ⻑野県 227 字引 佑麿 ジビキ ユウマ 東京都 キラーマウンテンズ

161 ⼤坪 諭史 オオツボ サトシ 神奈川県 マタギ夫婦 228 ⼤越 典明 オオコシ ノリアキ 栃⽊県

162 桑原 朋也 クワバラ トモヤ 埼⽟県 229 牧野 孝展 マキノ タカノブ 新潟県 ケニーズ  レーシング

163 吉武 将也 ヨシタケ マサヤ 東京都 ラモーンバイクス 230 幕⽥ 亮 マクタ リョウ 東京都 TEAM WANGUN

164 吉江 俊⼀ ヨシエ シュンイチ 東京都 231 三⾓ 直⼈ ミスミ ナオト 栃⽊県 Paraboraイワイ

165 浅海 良 アサウミ リョウ 埼⽟県 232 伊⾖島 ⼀也 イズシマ カズヤ 群⾺県 Pigro

166 ⽩岩 利映 シライワ トシアキ 静岡県 野⽑⼭エクスプレス 233 ⻄澤 直紀 ニシザワ ナオキ ⻑野県 RED BECO

167 渡邊 雄太 ワタナベ ユウタ 神奈川県 野⽑⼭エクスプレス 234 芝崎 雄⼀ シバサキ ユウイチ 群⾺県 GRBO

168 根本 和典 ネモト カズノリ 茨城県 235 加藤 崇徳 カトウ ムネノリ 栃⽊県

169 栃澤 ⼀真 トチザワ カズマサ 群⾺県 愉快な仲間たち 236 ⼟岐 宜範 トキ タカノリ 群⾺県 GRBO

170 江藤 哲明 エトウ テツアキ 東京都 237 柏崎 裕和 カシワザキ ヒロカズ 神奈川県

171 ⽥中 洋平 タナカ ヨウヘイ 栃⽊県 ギガサイクリングクラブ 238 宮崎 道夫 ミヤザキ ミチオ 栃⽊県 Le Provence

172 相川 将 アイカワ ショウ 埼⽟県 シクロクラブ 239 ⾚間 毅 アカマ ツヨシ 群⾺県

173 ⽩坂 僚 シラサカ リョウ 神奈川県 野⽑⼭エクスプレス 240 永澤 貴彦 ナガサワ タカヒコ 東京都

174 古川 修 フルカワ オサム 栃⽊県 チームALL⽮板(仮) 241 古⼭ 哲央 フルヤマ テツオ 茨城県

175 佐藤 太材 サトウ タイキ 埼⽟県 242 ⽵森 誠 タケモリ マコト 茨城県

176 ⽇⽐ ⿓⼆ ヒビ リュウジ 神奈川県 team ZERO 243 本多 重⾏ ホンダ シゲユキ 栃⽊県

177 澤⽥ 稔 サワダ ミノル 埼⽟県 CLUBろーたす 244 岡村 和弥 オカムラ カズヤ 茨城県 Team VERAILE

178 古⾕ 朋⼀ フルタニ トモカズ 千葉県 内房レーシングクラブ 245 ⼿塚 功⼀ テヅカ コウイチ 茨城県

179 中台 健⼀ ナカダイ ケンイチ 千葉県 246 岡⽥ 章 オカダ アキラ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

180 ⽯井 敦⼠ イシイ アツシ 神奈川県 247 坂⼝ 秀俊 サカグチ ヒデトシ 埼⽟県 株式会社トーセン

181 早川 輝 ハヤカワ アキラ 群⾺県 248 清⽔ 宗晴 シミズ ムネハル 千葉県 ＳＰＧ

182 ⽩熊 勇祐 シラクマ ユウスケ 千葉県

183 岩瀬 真⼀ イワセ シンイチ 栃⽊県 Divertire 男⼦E（40歳〜44歳） 74名

184 橋⽥ 智⾏ ハシダ トモユキ 東京都 ゆるポタ⺠ No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

185 伊⾖島 浩之 イズシマ ヒロユキ 群⾺県 261 脇屋 博幸 ワキヤ ヒロユキ 東京都 KULAX

186 晒名 陽介 サラシナ ヨウスケ 静岡県 262 佐藤 俊彦 サトウ トシヒコ 東京都 MOL Cycling

187 久保⽥ 広樹 クボタ ヒロキ 群⾺県 久保⽥広樹 263 斎藤 義幸 サイトウ ヨシユキ 神奈川県 スマートコーチング

188 ⼩櫃 良平 オビツ リョウヘイ 群⾺県 264 ⼭崎 ⽂隆 ヤマサキ フミタカ 東京都 KU

189 ビエン フレデリック ビエン フレデリック 東京都 265 ⼤栗 健男 オオグリ タケオ 栃⽊県 だむだん連

190 菅野 正明 カンノ マサアキ 福島県 チームはなわ 266 房野 友樹 フサノ トモキ 神奈川県

191 川村 空也 カワムラ ヒロナリ 福島県 チームはなわ 267 柿沼 仁 カキヌマ ジン 栃⽊県

192 榎本 整 エノモト セイ 茨城県 Team908 268 東 智博 ヒガシ トモヒロ 東京都

269 鈴島 俊彦 スズシマ トシヒコ 栃⽊県 T

男⼦D（35歳〜39歳） ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 38名 270 ⽯⽥ 修⼀ イシダ シュウイチ 千葉県 PARADISE PEDAL

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 271 箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル 新潟県 チームクソムシ

211 ⻄村 信⼀ ニシムラ シンイチ 東京都 Innocent 272 外垣 ⻯樹 ソトガキ リュウキ 埼⽟県 ワントゥリー・オール

212 ⾼ ⽇亮 コウ ニチリョウ 東京都 イナーメ信濃⼭形 273 ⽑呂 隆之 モロ タカユキ 埼⽟県 エキップ・オク

213 和⽥ 宗浩 ワダ ムネヒロ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI 274 ⼩野沢 達 オノザワ トオル 群⾺県 ⽔瀬サイクル

214 遠藤 慧 エンドウ ケイ 東京都 護衛の者A 275 阿部 貴史 アベ タカシ 群⾺県 チームBSN

215 森島 延幸 モリシマ ノブユキ 栃⽊県 276 川上 康弘 カワカミ ヤスヒロ 埼⽟県
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277 こまつ しょうじ コマツ ショウジ 東京都 なし 329 箱⽯ 元紀 ハコイシ ゲンキ 茨城県 Kasama Volpe

278 佐々⽊ 裕 ササキ ヒロシ 神奈川県 330 栗⽥ 広樹 クリタ ヒロキ 茨城県

279 椙⽥ 浩之 スギタ ヒロユキ 埼⽟県 ⼤福屋 331 ⽥中 健太 タナカ ケンタ 千葉県 ⽥中家

280 関⼝ 究 セキグチ キワム 茨城県 otr 332 笠井 正教 カサイ マサノリ 茨城県

281 佐藤 寿典 サトウ トシノリ 福島県 ⼤福屋 333 おおぜき あきら オオゼキ アキラ 栃⽊県

282 細⾕ 直 ホソヤ ナオキ 東京都 ARCCレーシング 334 佐藤 ⽂⽣ サトウ フミオ 福島県 郡⼭サイクルフレンズ

283 中村 雄作 ナカムラ ユウサク 茨城県 チーム　ニルス 335 古川　肇栄 フルカワ　モトヒデ 神奈川 TEAM BFY RACING

284 冨⽥ ⼤輔 トミタ ダイスケ 埼⽟県 チーム畦道 男⼦F（45歳〜49歳） 95名

285 ⼩⽤ 祐平 コヨウ ユウヘイ 埼⽟県 建築系⾃転⾞部 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

286 松本 悠 マツモト ユウ 東京都 351 中川 健 ナカガワ タケシ 神奈川県

287 坂本 博史 サカモト ヒロシ 埼⽟県 352 吉野 功哉 ヨシノ カツヤ 埼⽟県 PARTY

288 ⾕中 孝弘 ヤナカ タカヒロ 茨城県 なし 353 新井 道徳 アライ ミチノリ 群⾺県 オッティモ

289 加藤 光雄 カトウ ミツオ 埼⽟県 La  Speranza 354 秋⼭ 貴之 アキヤマ タカユキ 千葉県 北⽅⼗字路団

290 後藤 将之 ゴトウ マサユキ 東京都 team FITTE 355 ⽮島 ⻯⼀ ヤジマ リュウイチ 埼⽟県 TEAM AMiGos

291 ⻑岡 ⾼志 ナガオカ タカシ 群⾺県 CYCLO CLUB 356 福野 純⼀ フクノ ジュンイチ 栃⽊県 Honda栃⽊

292 ⾕津 茂 ヤツ シゲル 茨城県 Kasama Volpe 357 ⽮野 豊 ヤノ ユタカ 埼⽟県 ZERO to TOP

293 吉村 健央 ヨシムラ タケオ 神奈川県 358 ⼩座間 芳徳 オザマ ヨシノリ 千葉県

294 ⾨⾺ 史典 モンマ フミノリ 神奈川県 Bongole 359 ⼩野 岩夫 オノ イワオ 福島県

295 ⾒⽬ 詠⼀ ケンモク エイイチ 神奈川県 クラブウェルダン 360 栗原 博 クリバラ ヒロシ 埼⽟県 BEAT!!

296 ⼩川 俊介 オガワ シュンスケ 神奈川県 CYCLO CLUB 361 庄司 治久 ショウジ ハルヒサ 茨城県 B.T.Dongame

297 久野 ⿓男 ヒサノ タツオ 福島県 やすし軍団 362 ⽵内 尉⼈ タケウチ ヤスヒト 東京都

298 清⽔ 智彦 シミズ トモヒコ 千葉県 IMEレーシング 363 野⼝ 隆史 ノグチ タカフミ 東京都

299 ⼩川 剛司 オガワ コウジ 東京都 IMEレーシング 364 濁沼 貴志 ニゴリヌマ タカシ 神奈川県 アルディエンテス

300 吉澤 和浩 ヨシザワ カズヒロ 神奈川県 365 ⼭本 晃揮 ヤマモト コウキ 東京都 Team J,酎

301 佐藤 俊介 サトウ シュンスケ 東京都 366 佐藤 俊助 サトウ シュンスケ 東京都

302 ⾹⽴ 武⼠ コウタテ タケシ 埼⽟県 シクロクラブ 367 岡本 健 オカモト タケシ 東京都 ⼈⾞⼀体

303 村上 章 ムラカミ アキラ 茨城県 STRADA COSTIERA 368 安藤 剛 アンドウ ツヨシ 千葉県

304 ⿊沢 雅志 クロサワ マサシ 茨城県 369 ⼤内 康雄 オオウチ ヤスオ 埼⽟県 Team  fitte

305 葛⽣ 寛征 クズウ ヒロユキ 栃⽊県 Team MoMo 370 市川 雄⼀ イチカワ ユウイチ 埼⽟県 Cyclo Club

306 宗元 茂⾏ ムネモト シゲユキ 栃⽊県 371 服部 真 ハットリ マコト 栃⽊県 HGLC⻯胆急⾏

307 間野 秀明 マノ ヒデアキ 埼⽟県 奥武蔵⾃転⾞RS 372 宮崎 和典 ミヤザキ カズノリ 神奈川県

308 岩⾕ 慎也 イワタニ シンヤ 神奈川県 373 ⼋重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 千葉県 オッティモ

309 ⽣天⽬ 敦 ナバタメ アツシ 神奈川県 374 ⽥⼝ 紀昭 タグチ ノリアキ 埼⽟県 シャークアイランド

310 佐久間 毅 サクマ ツヨシ 千葉県 Blanche 375 児⽟ 淳治 コダマ ジュンジ 神奈川県 LePoissonRouge

311 岩崎 真⼀ イワサキ シンイチ 埼⽟県 376 江袋 智彦 エブクロ トモヒコ 茨城県 Growing CC

312 菅野 広⼀ カンノ コウイチ 神奈川県 Team BFY Racing 377 鈴⽊ 克幸 スズキ カツユキ 神奈川県 Rise Ride

313 ⽥崎 昭⼀ タサキ ショウイチ 栃⽊県 Divertire 378 桑垣 善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県 LRC

314 鈴⽊ ⾠佳 スズキ タツヨシ 千葉県 ピラータ/セオ⼋潮 379 千葉 聡 チバ サトシ 福島県 チバチバ

315 濱⽥ 修幸 ハマダ ノブユキ 埼⽟県 TEAM WANGUN 380 ⼭⽥ 聖之 ヤマダ マサユキ 栃⽊県 -

316 中村 太郎 ナカムラ タロウ 千葉県 トーセン⾃転⾞部 381 原 雅樹 ハラ マサキ 東京都 #1-PRIMERA-

317 塚野 賢治 ツカノ ケンジ 福島県 あぶくまサイクリング 382 ⾼橋 敏康 タカハシ トシヤス 栃⽊県 NAMAZU TOCHIGI

318 ⽯⼭ 祐太 イシヤマ ユウタ 東京都 383 ⼭⼝ 徹也 ヤマグチ テツヤ 群⾺県 BSN

319 南 達哉 ミナミ タツヤ 神奈川県 STRADA COSTIERA 384 平井 光徳 ヒライ ミツノリ 埼⽟県

320 ⽥崎 克 タサキ マサル 神奈川県 385 樗澤 剛 ブナザワ ツヨシ 東京都

321 ⾈橋 潤 フナハシ ジュン 神奈川県 GROVE鎌倉 386 池浦 浩彦 イケウラ ヒロヒコ ⻑野県 グランペールサイクリング

322 関 淳 セキ アツシ 栃⽊県 チームとの 387 ⽔越 栄司 ミズコシ エイジ 栃⽊県

323 渡邊 和彦 ワタナベ カズヒコ 茨城県 Volpe 388 上野 貴彦 ウエノ タカヒコ 栃⽊県

324 ⽔越 英樹 ミズコシ ヒデキ 茨城県 ビバサンシャイン 389 ⽣⽥⽬ 修 ナマタメ オサム 栃⽊県 イナーメ信濃⼭形

325 加藤 聡 カトウ サトシ 福島県 Top Speed 390 ⽣⽥⽬ 恵 ナマタメ メグミ 栃⽊県 NAMAブラーザン

326 鈴⽊ 悟 スズキ サトル 茨城県 Team ⼆次元 391 菱沼 賢司 ヒシヌマ ケンジ 茨城県 TEAM NOW

327 中根 悟 ナカネ サトシ 茨城県 セーフティーショップおおしま 392 岸川 雅則 キシカワ マサノリ 神奈川県

328 池⽥ 友明 イケダ トモアキ 茨城県 Kasama Volpe 393 城⼾ 勇⼈ キド ハヤト 茨城県 TASサイクルつくば
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394 番場 慶太郎 バンバ ケイタロウ 千葉県 SKG PHARMA 男⼦G（50歳以上） ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 129名

395 新井 和則 アライ カズノリ 埼⽟県 @BEAT@ No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

396 市川 明 イチカワ アキラ 茨城県 TEAM NOW 461 ⼯藤 英彦 クドウ ヒデヒコ 埼⽟県 TEAM AMiGos

397 岩撫 兼次 イワナデ ケンジ 神奈川県 SBC 462 塚越 秀之 ツカゴシ ヒデユキ 群⾺県 ハルヒルオヤジ隊

398 ⾓⽥ 聡 ツノダ サトシ 東京都 463 三⽵ 英⼀郎 ミタケ エイイチロウ 千葉県 オッティモ柏

399 岩切 剛 イワキリ ツヨシ 埼⽟県 BEAT 464 鈴⽊ 久仁男 スズキ クニオ 東京都

400 福嶋 純⼀郎 フクシマ ジュンイチロウ 神奈川県 STRADA COSTIERA 465 ⼤柳 敏男 オオヤナギ トシオ 埼⽟県 ⼤柳組

401 益⼦ 英樹 マシコ ヒデキ 茨城県 466 宮川 正和 ミヤカワ マサカズ 東京都

402 郡司 秀昭 グンジ ヒデアキ 茨城県 467 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 東京都 Team FITTE

403 ⽥中 亮⼀ タナカ リョウイチ 東京都 SPG 468 松村 整侍 マツムラ セイジ 埼⽟県

404 溝越 茂 ミゾコシ シゲル 千葉県 TEAM　GIRO 469 ⾨奈 芳⽣ モンナ ヨシオ 埼⽟県 KTMT サイクリングクラブ

405 飯塚 和弘 イイズカ カズヒロ 東京都 チバポンズ 470 ⾚塚 宏 アカツカ ヒロシ 東京都 なるしまフレンド

406 野澤 平和 ノザワ ヘイワ 神奈川県 ちばサイクル 471 藤⽥ 昌俊 フジタ マサトシ 埼⽟県

407 ⼭根 啓 ヤマネ サトシ 神奈川県 472 ⼩鮒 錠司 コブナ ジョウジ 埼⽟県 エルクラシコ

408 杉⽥ 康幸 スギタ ヤスユキ 群⾺県 473 橋隅 和明 ハシズミ カズアキ 神奈川県

409 阿部 ⽂彦 アベ フミヒコ 東京都 474 宮川 誠 ミヤカワ マコト 神奈川県 なし

410 渡邉 俊彦 ワタナベ トシヒコ 栃⽊県 チームとの 475 飯⽥ 廣美 イイダ ヒロミ 神奈川県 STRADA COSTIERA

411 福島 武 フクシマ タケシ 茨城県 476 ⼩岸 直樹 コギシ ナオキ 東京都 チームオーベスト

412 森⽥ 健⼀ モリタ ケンイチ 茨城県 477 ⼭倉 幹丈 ヤマクラ ミキタケ 千葉県 内房レーシング

413 ⻄沢 敬⼆ ニシザワ ケイジ 埼⽟県 teamAPEX 478 伊東 道夫 イトウ ミチオ 栃⽊県 ミルミル

414 松崎 和紀 マツザキ カズノリ 群⾺県 チーム名ありません(個⼈参加) 479 ⼩⽥ 敏之 オダ トシユキ 東京都 フレンド商会

415 澤畠 理 サワハタ オサム 茨城県 NRF@yutaka 480 池⻲ 英樹 イケガメ ヒデキ 神奈川県 ⾖サイ

416 ⼩⿊ 隆⾏ オグロ タカユキ 埼⽟県 CLUBろーたす 481 井形 繁雄 イガタ シゲオ 神奈川県 Bikeport RC

417 宗野 勝朗 ソウノ カツアキ 東京都 さわやかレーシング 482 須⽥ 知⾝ スダ トモミ 群⾺県 ジュピター

418 福井 節次郎 フクイ セツジロウ 東京都 Team Fitte 483 ⽚⼭ 進平 カタヤマ シンペイ 東京都 シクロクラブ

419 ⻄川 典男 ニシカワ ノリオ 群⾺県 リクシル 484 ⾦城 栄⼀ カネシロ エイイチ 神奈川県

420 ⼩出 太郎 コイデ タロウ 埼⽟県 485 上⽥ 浩史 ウエダ ヒロフミ 栃⽊県

421 三本⽊ 昭仁 サンボンギ アキヒト 栃⽊県 鮎信友の会 486 齋藤 裕幸 サイトウ ヒロユキ 栃⽊県 てくのろ⾃転⾞クラブ

422 種岡 ⼀仁 タネオカ カズヒト 埼⽟県 Les Bandits 487 柴⽥ ⽇出男 シバタ ヒデオ 栃⽊県

423 岡崎 俊之 オカザキ トシユキ 東京都 488 ⼭下 直久 ヤマシタ ナオヒサ 埼⽟県 アングルドロア

424 理崎 武 リサキ タケシ 茨城県 489 ⼭⽥ 亨 ヤマダ トオル 東京都 チームJDC

425 ⽥中 陽⼀郎 タナカ ヨウイチロウ 神奈川県 サイクルステーション茅ケ崎 490 若⽉ 浩⼆ ワカツキ コウジ 東京都 Rise-Ride

426 ⼤久保 純 オオクボ ジュン 埼⽟県 491 福嶋 聡 フクシマ サトル 茨城県 チームパーシー

427 ⽯井 稔 イシイ ミノル 千葉県 MFD 492 永⽥ 久雄 ナガタ ヒサオ 茨城県 チーム・フォルツァ︕

428 能勢 鯨太 ノセ ケイタ 神奈川県 t3 493 楡⽊ 成⼈ ニレキ ナルヒト 千葉県 CircleCycle

429 鈴⽊ 拓也 スズキ タクヤ 福島県 494 佐藤 俊之 サトウ トシユキ 福島県 TopSpeed

430 岡本 秀明 オカモト ヒデアキ 千葉県 TEAM GIRO 495 酒井 浩⼀ サカイ コウイチ 東京都 IMEレーシング

431 ⼟⽥ 健児 ツチダ ケンジ 東京都 mokekekun 496 対⾺ 忠雅 ツシマ タダマサ 埼⽟県 CKJ

432 佐藤 深⼤ サトウ シンダイ 茨城県 497 ⾒滝 守男 ミタキ モリオ 福島県

433 佐藤 裕介 サトウ ユウスケ 埼⽟県 のこのこレーシング 498 岡崎 謙 オカザキ ケン 東京都

434 柴 武史 シバ タケシ 茨城県 おおえだRT 499 ⽮島 義将 ヤジマ ヨシマサ 埼⽟県 CLUBろーたす

435 ⼤嶋 利光 オオシマ トシミツ 茨城県 500 佐藤 義明 サトウ ヨシアキ 神奈川県 ＥＮＧ　Ｆａｍｉｌｙ

436 古瀧 信也 コタキ シンヤ 埼⽟県 501 清⽔ ⾠弘 シミズ タツヒロ 東京都 tolgees

437 薄井 剛⽂ ウスイ タケフミ 栃⽊県 502 雪野 真⼀ ユキノ シンイチ 埼⽟県 ravin noire

438 ⽯野 順⼀ イシノ ジュンイチ 茨城県 ⼩森コーポレーション 503 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ 群⾺県 HARP.RC

439 冨⽥ 秀夫 トミタ ヒデオ 千葉県 504 伊達 丈⼆ ダテ ジョウジ 新潟県 チームフィンズ

440 ⽯井 ⼒ イシイ チカラ 千葉県 505 早⼾ 順⼀ ハヤト ジュンイチ 埼⽟県 BORZOI

441 ⼿崎 修 テザキ オサム 茨城県 Team ヴェレール 506 服部 浩光 ハットリ ヒロミツ 栃⽊県

442 渡邉 ⼀ ワタナベ ハジメ 福島県 郡⼭サイクルフレンズ 507 ⼟⽥ 義勝 ツチダ ヨシカツ 千葉県 CycloClub

443 中村 直継 ナカムラ ナオツグ 千葉県 チーム時速300km 508 ⾼橋 義政 タカハシ ヨシマサ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

444 江川 智裕 エガワ トモヒロ 千葉県 ロシアからきた⻘い疾⾵ 509 ⼩野寺 ⾼⼀ オノデラ コウイチ 埼⽟県 ツール・ド・そうか

445 川⽥ 光⼀ カワタ コウイチ 茨城県 オンザロード 510 堀江 ⼤造 ホリエ ダイゾウ 東京都



5 / 6 ページ

511 櫻井 幸雄 サクライ ユキオ 東京都 563 佐々⽊ 久 ササキ ヒサシ 神奈川県 チームバイクポート

512 井上 彰 イノウエ アキラ 東京都 らばねろ 564 ⽥辺 隆之 タナベ タカシ 神奈川県 Team BFY Racing

513 塚⽥ 泰博 ツカダ ヤスヒロ 東京都 シクロクラブ 565 櫻井 慶次 サクライ ケイジ 茨城県

514 奥村 健 オクムラ タケシ 埼⽟県 566 清河 達朗 キヨカワ タツロウ 宮城県 TEAM ⽩⽯城

515 今井 英策 イマイ エイサク 群⾺県 ハルヒルオヤジ隊 567 重野 明義 シゲノ アキヨシ 東京都

516 筧⽥ 司 トイダ ツカサ 千葉県 568 宮⽥ 敦 ミヤタ アツシ 東京都 NAUGHTY BOYS

517 中島 和彦 ナカジマ カズヒコ 神奈川県 569 渡辺 ⾠也 ワタナベ タツヤ 神奈川県 横浜湘南ツーリングクラブ

518 東城 康夫 トウジョウ ヤスオ 埼⽟県 ⼤福屋 570 尾故島 彰⼀ オコジマ ショウイチ 茨城県 A-one

519 ⼾辺 徹 トベ トオル 東京都 チーム フォルツァ︕ 571 内野 卓也 ウチノ タクヤ 茨城県

520 村越 正義 ムラコシ マサヨシ 新潟県 572 藤井 良治 フジイ リョウジ 東京都 ろーたす

521 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ 神奈川県 573 渡辺 広 ワタナベ ヒロシ 新潟県 ケニーズレーシング

522 塚原 宗俊 ツカハラ ムネトシ 栃⽊県 ⻲⼭社中 574 牧⼭ ⿓⼆ マキヤマ リュウジ 神奈川県 TEAM MASAMICHI

523 伊藤 達也 イトウ タツヤ 栃⽊県 360レーシング 575 荒井 孝 アライ タカシ 神奈川県 BFY

524 ⽥⼝ 寿郎 タグチ トシロウ ⻑野県 576 井野⼝ 洋⼀ イノグチ ヨウイチ 埼⽟県 CLUBろーたす

525 桑原 正樹 クワバラ マサキ 東京都 ALDINA 577 増渕 義則 マスブチ ヨシノリ 埼⽟県

526 松本 成輔 マツモト セイスケ ⼭梨県 578 綿引 英治 ワタヒキ エイジ 茨城県 バイシクルパークO2

527 齋藤 義隆 サイトウ ヨシタカ 埼⽟県 COWGUMMA 579 ⼭⼝ 暢隆 ヤマグチ ノブタカ 栃⽊県 のぞみプロジェクト

528 ⼩⾦澤 嘉 コガネザワ ヨシミ 群⾺県 580 梓澤 富⼠夫 アズサワ フジオ 埼⽟県

529 内舘 豊 ウチダテ ユタカ 埼⽟県 マキシモシグマ 581 佐藤 宏司 サトウ コウジ 茨城県

530 志村 ⽂仲 シムラ フミナカ 埼⽟県 ALPHAWK 582 遠藤 安弘 エンドウ ヤスヒロ 福島県 チームはなわ

531 柴⽥ 敬 シバタ サトシ 神奈川県 貧脚⽼⼈ 583 福島 ユウイチ フクシマ ユウイチ 埼⽟県 yuichijapan

532 ⾼林 雄 タカバヤシ タケシ 宮城県 AIM racing 584 峯岸 裕寿 ミネギシ ユウジ 茨城県 Team 908

533 ⽥中 博紀 タナカ ヒロノリ 東京都 チームぽこ⼭ 585 ⽡井 聡 カワライ サトシ 埼⽟県 はすだ⽀援隊

534 ⼭森 ⼀幸 ヤマモリ カズユキ 埼⽟県 CLUBろーたす 586 岡部 保 オカベ タモツ 福島県 あぶくまGOGOすぱいだあ

535 ⼩森 雄⼆ コモリ ユウジ 栃⽊県 587 ⻄内 秀⼀ ニシウチ シュウイチ 福島県

536 吉岡 均 ヨシオカ ヒトシ 埼⽟県 ⼤和川CC 588 島村 英俊 シマムラ ヒデトシ 千葉県

537 ⽥⼝ 暁 タグチ アキラ 東京都 589 清野 俊浩 セイノ トシヒロ 埼⽟県 シクロクラブ

538 近藤 浩司 コンドウ コウジ 群⾺県 チームハルヒル

539 東海林 正紀 ショウジ マサキ 秋⽥県 シャミセン侍 レディース 33名

540 齋藤 多嘉志 サイトウ タカシ 神奈川県 SVRT No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

541 渡邉 洋 ワタナベ ヒロシ 埼⽟県 601 永⽥ 直美 ナガタ ナオミ 茨城県 チーム・フォルツァ︕

542 畠⼭ 徹 ハタケヤマ トオル 神奈川県 sports sunrise 602 ⽯井 美絵 イシイ ミエ 千葉県 内房レーシング

543 仁平 敏秀 ニヒラ トシヒデ 埼⽟県 ろーたす 603 栗原 春湖 クリハラ ハルコ 埼⽟県 TEAM AMiGos

544 宮原 啓輔 ミヤハラ ケイスケ 栃⽊県 Honda栃⽊ 604 多⽥ 昭⼦ タダ アキコ 埼⽟県 シクロクラブ

545 須⽥ 克⾝ スダ カツミ 群⾺県 605 栗原 育美 クリハラ イクミ 栃⽊県 HGRX

546 綿貫 和志 ワタヌキ カズシ 埼⽟県 チームひなた 606 橋本 弘⼦ ハシモト ヒロコ 埼⽟県

547 ⾼橋 光弘 タカハシ ミツヒロ 栃⽊県 つば九郎 607 ⼟⽥ 祐⼦ ツチダ ユウコ 千葉県 シクロクラブ

548 梅野 秀哉 ウメノ ヒデヤ 埼⽟県 KTMTサイクリングクラブ 608 海部 久実 カイフ クミ 東京都 シクロクラブ

549 国分 隆 コクブ タカシ 千葉県 609 ⼤坪 真⾥⼦ オオツボ マリコ 神奈川県 マタギ夫婦

550 松本 美智雄 マツモト ミチオ 栃⽊県 リベルタスクラブ 610 ⽯井 裕美 イシイ ヒロミ 埼⽟県 シクロクラブ

551 四⼗⼋願 勉 ヨイナラ ツトム 栃⽊県 611 太⽥ 裕実 オオタ ユウミ 埼⽟県 CLUBろーたす

552 村中 正志 ムラナカ マサシ 茨城県 612 デラッテ ユキコ デラッテ ユキコ 神奈川県 Team Pinehills

553 松政 伸 マツマサ シン 神奈川県 FARs　YOKOHAMA 613 番場 しおり バンバ シオリ 千葉県 SKG PHARMA

554 神保 ⼀憲 ジンボ カズノリ 茨城県 のんびりポタポタ 614 ⽥中 美花⼦ タナカ ミカコ 東京都 チームぽこ⼭

555 久保⽥ 秀⾏ クボタ ヒデユキ 群⾺県 週4で⼭岡家 615 千野 あゆみ チノ アユミ 埼⽟県 ＡＲＣＣレーシングチーム

556 町⽥ 洋 マチダ ヒロシ 群⾺県 LIXIL 616 市川 愛唯 イチカワ アユ 埼⽟県

557 浅⾹ 守弘 アサカ モリヒロ 東京都 Fitte 617 綿貫 三智⼦ ワタヌキ ミチコ 埼⽟県 チームひなた

558 ⽯川 ⼀弥 イシカワ カズヤ 栃⽊県 618 松本 恵 マツモト メグミ 群⾺県 群⾺⾃転⾞部ＧＲＢＯ

559 ⽥代 秀幸 タシロ ヒデユキ 東京都 ⽥代秀幸 619 新井 まみ アライ マミ 群⾺県

560 櫻井 勉 サクライ ツトム 東京都 桜組 620 ⼿塚 悦⼦ テヅカ エツコ 東京都 IMEレーシング

561 本島 勇 モトジマ イサム 群⾺県 621 芹澤 仁美 セリザワ ヒトミ 神奈川県 STRADA COSTIERA

562 坂⽥ 敏治 サカタ トシハル 栃⽊県 結城おやじの会 622 前島 律⼦ マエジマ リツコ 東京都 チバポンズ
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623 ⼩林 ⼀美 コバヤシ ヒトミ 茨城県 POTA＋ 699 梅川 剛 ウメカワ タケシ 栃⽊県

624 久保 美恵 クボ ミエ 東京都 RAMON BIKES 700 ⼤園 駿介 オオゾノ シュンスケ 栃⽊県 WOT

625 野中 淳⼦ ノナカ ジュンコ 神奈川県 701 佐野 馨介 サノ ケイスケ 埼⽟県 NCS

626 和⽥ 美佳 ワダ ミカ 神奈川県 702 笹⽥ 滉喜 ササダ コウキ 埼⽟県 NCS

627 早川 澄 ハヤカワ イズミ 群⾺県 703 松村 富穂 マツムラ トミオ ⻑野県

628 佐藤 亜美奈 サトウ アミナ 東京都 704 ⻑⾕川 和哉 ハセガワ カズヤ 神奈川県

629 芹澤 舞耶 セリザワ マヤ 神奈川県 STRADA COSTIERA 705 倉富 雄平 クラトミ ユウヘイ 東京都

630 圓⼭ 優⼦ マルヤマ ユウコ 新潟県 F(t)麒麟⼭Racing 706 ⽮⼝ 裕⼤朗 ヤグチ ユウタロウ 栃⽊県 ディベルティーレ

631 ⼤江 佑美 オオエ ユウミ ⻑野県 707 ⼤脇 啓吾 オオワキ ケイゴ 東京都 wacky

632 ⼤熊 慶⼦ オオクマ ケイコ 東京都 TOKINO 708 吉成 知温 ヨシナリ トモオ 福島県 チームはなわ

633 渡邉 由美⼦ ワタナベ ユミコ 福島県 郡⼭サイクルフレンズ 709 上釜 晶⼦ ウエガマ アキコ 東京都

710 松本 浩和 マツモト ヒロタカ 福島県

MTBクラス ※⻩⾊セル選⼿は前回の優勝者です。 7名 711 服部 顕⼀朗 ハットリ ケンイチロウ 栃⽊県

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 712 渡辺 晃⼤ ワタナベ コウダイ 神奈川県 Team BFY Racing

651 ⽯原 秋彦 イシハラ アキヒコ ⼭梨県 チタンバイクの男 713 ⼤類 将史 オオルイ マサフミ 栃⽊県 Divertire

652 板井 亮佑 イタイ リョウスケ 埼⽟県 714 上原 代耀 ウエハラ タイヨウ 神奈川県 TeamBFYRacing

653 ⽊下 真⼀郎 キノシタ シンイチロウ 東京都 KSレーシング

654 中野 基 ナカノ ハジメ ⻑野県 BELLEZZA CICLI

655 榊 幸喜 サカキ コウキ 神奈川県

656 重野 明義 シゲノ アキヨシ 東京都

657 伴 緑也 バン リョクヤ ⻑野県 BELLEZZA CICLIS

ビギナー 44名

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

671 相澤 卓 アイザワ タク 東京都 TEAM PLUTO

672 松橋 英幸 マツハシ ヒデユキ 埼⽟県 ゆるポタ部

673 ⼩座間 雅美 オザマ マサミ 千葉県 チームDADA

674 ⼭⽥ 貴⼦ ヤマダ タカコ 東京都 PARTY

675 村⾕ ⼀成 ムラタニ イッセイ 東京都 アビテ

676 村⾕ 梨絵 ムラタニ リエ 東京都 アビテ

677 ⽥村 浩志 タムラ ヒロシ 栃⽊県 無し

678 ⻘⼭ 剛実 アオヤマ タケミ 茨城県 TEAM NOW

679 松本 貴⾏ マツモト タカユキ 東京都

680 佐藤 孝 サトウ タカシ 茨城県 TEAM NOW

681 櫛⽥ 哲 クシダ サトル 茨城県 チームNOW

682 野沢 健 ノザワ ケン 栃⽊県

683 椎名 浩嗣 シイナ ヒロツグ 栃⽊県

684 ゾラ アンドリア ゾラ アンドリア 栃⽊県

685 河⽥ るみ⼦ カワダ ルミコ 東京都

686 根本 顕司 ネモト ケンシ 茨城県 藤本科学⾃転⾞競技部

687 持⽥ 寛紀 モチダ ヒロキ 愛知県

688 佐藤 正⾠ サトウ マサトキ 福島県

689 ⾼⽊ 綾⼤ タカギ リョウタ 福島県 WILEG

690 鎌倉 武⼠ カマクラ タケシ 栃⽊県 UUFC

691 河野 武之 コウノ タケユキ 神奈川県

692 河野 恵志郎 コウノ ケイシロウ 神奈川県

693 沖 邦夫 オキ クニオ 東京都 ＨＯＫＵＲＡＮＩ

694 ⽐氣 徹 ヒキ トオル 茨城県 トレラバ

695 杉⼭ 賢 スギヤマ サトシ 茨城県 ナウ

696 阿久津 律⼈ アクツ リツト 栃⽊県

697 鈴⽊ 健仁 スズキ ケンジ 茨城県

698 円⾕ 伸 ツブラヤ シン 茨城県


