
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

401 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ Roppongi Express
402 松木　健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ VC VELOCE
403 井上　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ Magellan Systems Japan
404 森本　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ GOKISO
405 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ Route365
406 西谷　雅史 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ チームオーベスト
407 石井　祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ アーティファクトレーシングチーム
408 池川　辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ VC VELOCE/EMU
409 小畑　郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ LEOMO Bellmare Racing Team
410 木村　裕己 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ RoppongiExpress
411 岩島　啓太 ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ MIVRO
412 兼松　大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ Infinity Style
413 牧野　郁斗 ﾏｷﾉ ﾌﾐﾄ YURIFit Cycling Team
414 荒瀧　隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ
415 水野　貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ Infinity Style 
416 成毛　千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ ALDINA
417 簑原　大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ ハヤサカサイクルレーシングチーム
418 高木　俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ Racing Cube
419 安立　和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ チームフィンズ
420 城所　皐輔 ｷﾄﾞｺﾛ ｺｳｽｹ Route365
421 高杉　知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ イナーメ信濃山形
422 屋宜　佑 ﾔｷﾞ ﾀｽｸ
423 久保　敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ SIMIZU RACING / ZWC
424 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ エキップティラン
425 中鶴　友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ TEAM OKINAWA
426 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ チームフィンズ
427 長妻　暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ FORCE
428 近藤　享平 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾍｲ レブハフトレーシング
429 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ ロードレース男子部
430 高山　恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ max speed 97
431 糸井　正樹 ｲﾄｲ ﾏｻｷ ITOI POWER/鉄板神社/PESCA
432 加賀　龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ SUBARU Cycling Team 
433 川勝　敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ MiNERVA-asahi
434 原田　将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ Infinity Style
435 濵野　慎仁朗 ﾊﾏﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 北摂急行
436 磯辺　洋平 ｲｿﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 近農サイクOB
437 浜田　健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ VC VELOCE
438 富田　岳史 ﾄﾐﾀ ﾀｹｼ
439 中井　光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ イナーメ信濃山形JET
440 中地　優喜 ﾅｶﾁ ﾕｳｷ O-RACING
441 番場　慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ SKG PHARMA
442 鈴木　弘文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ レブハフトレーシング
443 荒井　克広 ｱﾗｲ ｶﾂﾋﾛ VIVACE掛川
444 山田　長作 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｮｳｻｸ エルドラード東北
445 尾崎　誠 ｵｻﾞｷ ﾏｺﾄ レブハフトレーシング
446 堀田　耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ BREZZA-KAMIHAGI
447 筧　五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ ロードレース男子部
448 山口　泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
449 牛山　恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ VC福岡エリート
450 西谷　亮 ﾆｼﾀﾆ ﾘｮｳ ACTIVIKE
451 手嶋　実樹 ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ MK3
452 吉岡　拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ イナーメ信濃山形
453 田中　信嘉 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ レブハフトレーシング
454 西原　栄一 ﾆｼﾊﾗ ｴｲｲﾁ



455 林　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ロードレース男子部
456 井口　耕二 ｲﾉｸﾁ ｺｳｼﾞ
457 佐々木　太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 内房レーシングクラブ
458 林　幸司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ シャークアイランド/米須
459 青木　敬二郎 ｱｵｷ ｹｲｼﾞﾛｳ Heitanhompo
460 仲座　孝 ﾅｶｻﾞ ﾀｶｼ TEAM KIDS
461 河田　恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ
462 生越　康之 ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ MAX SPEED 97
463 稲嶺　盛歩 ｲﾅﾐﾈ ﾓﾘﾄ MAIYO
464 東　智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ MKⅲ
465 渡部　晃久 ﾜﾀﾍﾞ ﾃﾙﾋｻ ZEKE CYCLINGTEAM
466 尾田　晃太郎 ｵﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ハヤサカサイクルレーシングチーム
467 梶谷　明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ チーム岡山
468 加藤　浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ VC VELOCE
469 石川　裕彬 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ team okinawa
470 佐多　真人 ｻﾀ ﾏｻﾄ TBT/Team I'm Ama
471 中屋　昌平 ﾅｶﾔ ｼｮｳﾍｲ SWEEP
472 荻堂　盛雄 ｵｷﾞﾄﾞｳ ｾｲﾕｳ チーム米須
473 佐野　正仁 ｻﾉ ﾏｻﾋﾄ
474 塩沢　革 ｼｵｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
475 上田　貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ VC VELOCE
476 赤塚　宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ なるしまフレンド
477 増田　謙一 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ SHIDO-WORKS
478 杉浦　拓哉 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ
479 田中　祐紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 九州大学サイクリング同好会OB
480 上原　嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ なるしまフレンド
481 藤野　智一 ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓｶｽﾞ なるしまフレンド
482 當山　仁 ﾄｳﾔﾏ ﾋﾄｼ チーム米須
483 増田　和己 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ
484 古木　大樹 ﾌﾙｷ ﾀｲｷ クボタサイクリングクラブ
485 中村　光平 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ SSOL BIKE TEAM
486 山田　達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ なるしまフレンド
487 吉池　司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ Racing CUBE
488 平山　勝基 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｷ Heitanhompo
489 岩田　文彦 ｲﾜﾀ ﾌﾐﾋｺ レブハフト  レーシング
490 村上　大介 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ
491 藤澤　浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ チームWADA
492 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ Team Gruppetto
493 山下　和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ
494 浅見　和洋 ｱｻﾐ ｶｽﾞﾋﾛ あさみフレンド
495 高畑　樹男 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐｷｵ KAZAMIDORI
496 島崎　晃一 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 日野自動車レーシングチーム
497 下地　勝男 ｼﾓｼﾞ ｶﾂｵ 宮古島サイクリングチーム風
498 千葉　公介 ﾁﾊﾞ ｺｳｽｹ クラブさゆちゃん&Romeo;/チームTABACCHI
499 岩城　和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ VC VELOCE
500 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ スズパワー新橋組
501 土井　陽一 ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ チー厶オーベスト
502 豊田　豊 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ Team CUORE
503 山口　史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
504 渡辺　孝二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ
505 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ HACHIFUKU
506 新城　淳次 ｼﾝｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ チーム米須
507 奥田　晃彦 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｺ レブハフトレーシング
508 比嘉　健三 ﾋｶﾞ ｹﾝｿﾞｳ チーム米須
509 若林　淳二 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ
510 小川　毅 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ HIGH AMBITION MASTERS



511 近藤　智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ VC Veloce
512 村田　優史 ﾑﾗﾀ ﾕｳｼ vivace掛川
513 谷口　雄大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 建築系自転車部
514 菅村　栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 建築系自転車部
515 小野木　正人 ｵﾉｷ ﾏｻﾄ Team SHIDO 沖縄
516 徳原　晋一 ﾄｸﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 建築系自転車部
517 中谷　広伸 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ チーム風
518 黒田　茂夫 ｸﾛﾀﾞ ｼｹﾞｵ
519 倉山　英豪 ｸﾗﾔﾏ ｴｲｺﾞ Team Ashiviva
520 宮城　尚之 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵﾕｷ
521 中村　薫 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ Komazawa Knights 
522 飯田　千秋 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ Overlap
523 前田　圭 ﾏｴﾀﾞ ｹｲ シグマレーシングチーム
524 林　久人 ﾊﾔｼ ﾋｻﾄ
525 田平　岳史 ﾀﾋﾗ ﾀｹｼ ワンダーサイクリングＯＢ会
526 鈴木　直太 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ なるしまフレンド
527 関　浩道 ｾｷ ﾋﾛﾐﾁ チームけんしん
528 小路口　宏 ｼｮｳｼﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ アストロ
529 田中　歩 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ チーム・アストロ
530 永井　信義 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ なるしまフレンド
531 野尻　和政 ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ saico 
532 鳥山　直哉 ﾄﾘﾔﾏ ﾅｵﾔ Y'sRood
533 岸本　伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ ロードレース男子部
534 伊禮　勝則 ｲﾚｲ ｶﾂﾉﾘ
535 長田　直之 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾕｷ チーム米須
536 田中　聖史 ﾀﾅｶ ｾｲｼ
537 小松　祥嗣 ｺﾏﾂ ｼｮｳｼﾞ オッティモ
538 勅使瓦　有紀 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ハヤサカサイクルレーシングチーム
539 菅谷　修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ MIVRO
540 寺崎　武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ バルバサイクルレーシングチーム
541 鈴木　大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ SUBARU Cycling Team
542 岩男　大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ Actcyc/RSracing
543 棚橋　真史 ﾀﾅﾊｼ ﾏｻｼ マキシモ・シグマ
544 鈴木　大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ なるしまフレンド
545 渡邉　俊彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ チームとの
546 佐藤　正輝 ｻﾄｳ ﾏｻｷ Hangover
547 鎌田　敬介 ｶﾏﾀ ｹｲｽｹ
548 上原　康幸 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾕｷ Team kids
549 篠崎　雅俊 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ チーム との
550 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ
551 新谷　誠 ｼﾝﾀﾆ ﾏｺﾄ
552 舘岡　賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ ハヤサカサイクルレーシングチーム
553 阿部　直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ ACTIVIKE
554 中西　良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ GSユアサIS
555 若林　貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ
556 吉田　真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾄ
557 本田　竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ACTIVIKE
558 田村　恭平 ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ
559 高野　健 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ
560 山岡　由幸 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ Axis Cycling Team
561 富名腰　聡智 ﾌﾅｺｼ ｱｷﾉﾘ TEAM KIDS／TEAM OKINAWA
562 鈴木　聡史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ
563 小林　政徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ TEAM光
564 高橋　和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ
565 金屋　洋一郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ シャークアイランド
566 佐々木　遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ TeamGOCHI



567 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ イナーメ信濃山形
568 齋藤　俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ H.H.C
569 寺田　卓司 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸｼﾞ tabinchu.com
570 南　広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ TeamZenko
571 赤松　洋一郎 ｱｶﾏﾂ ﾖｳｲﾁﾛｳ スマートコーチング
572 伊藤　謙史 ｲﾄｳ ｹﾝｼ O-RACING 
573 八重門　融 ﾔｴｶﾄﾞ ﾄｵﾙ TEAM OKINAWA
574 赤坂　幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ VC福岡エリート
575 道堀　裕介 ﾄﾞｳﾎﾘ ﾕｳｽｹ
576 川本　貴志 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｼ TEAM YOU CAN
577 小林　崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ オッティモ
578 田中　淳平 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ なし
579 stian　erik sollied stian erik sollied
580 増渕　健二 ﾏｽﾌﾞﾁ ｹﾝｼﾞ Team Ashiviva
581 平口　泰輔 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾀｲｽｹ 札幌じてんしゃ本舗
582 中村　文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ フィッツ
583 池田　諒 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ サイクルショップピーナッツ
584 山口　大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ COBA
585 木村　拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ チームGINRIN熊本
586 奥山　太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ YuriFITCyclingTEAM
587 Elakkad　Sam Elakkad Sam SBRO
588 矢萩　智晴 ﾔﾊｷﾞ ﾄﾓﾊﾙ なるしまフレンド
589 福岡　実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ Team CUORE
590 三浦　聡 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ チーム コバリン
591 奈良　裕 ﾅﾗ ﾕﾀｶ TEAM HUE&BOIN;
592 小林　高広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ BLUE DRAGON
593 山田　貴志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ビチクレッタ・デ・マル AsiaRide
594 岩間　来空 ｲﾜﾏ ﾗｲｸ TEAM　ANIKI
595 泉川　勇樹 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾕｳｷ レブハフトレーシング
596 尾崎　祐司 ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 大阪医科薬科大学自転車部競技班
597 山本　敬 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ Circlekk
598 大東　泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ
599 畝原　尚太郎 ｳﾈﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ チームGINRIN熊本
600 森広　浩二郎 ﾓﾘﾋﾛ ｺｳｼﾞﾛｳ Team Niseko
601 加藤　茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ ASHIGAL
602 坂本　悟史 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ GOKISO
603 近藤　信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ ASHIGAL


