
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

701 古谷　朋一 ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓｶｽﾞ 内房レーシングクラブ
702 朝山　オキト ｱｻﾔﾏ ｵｷﾄ Team Im Ama 
703 渡辺　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ sbc vertex racing team
704 石橋　利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
705 高野　祐大 ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ TEAM SOREARE 
706 野口　岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ VCMS GRIDE
707 工藤　政幸 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ
708 山口　大裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ロードロ
709 山本　健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ROPPONGI EXPRESS
710 濱野　克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ バルバクラブトヤマ
711 中尾　峻 ﾅｶｵ ｼｭﾝ Team SHIDO
712 井上　和郎 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ バルバクラブハクサン
713 横田　慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ
714 中村　一登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ チーム・グランプッチ
715 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
716 薬師寺　康平 ﾔｸｼｼﾞ ｺｳﾍｲ OKT squalo
717 倉垣　龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ MIVRO
718 木村　公一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 多武峰朝練
719 猶原　聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 竹芝サイクルレーシング
720 鈴木　章恭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ ロードロ
721 松尾　修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ ROPPONGI EXPRESS
722 字引　佑麿 ｼﾞﾋﾞｷ ﾕｳﾏ
723 菊川　実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ Roppongi Express
724 黒石　俊介 ｸﾛｲｼ ｼｭﾝｽｹ
725 櫻庭　悠真 ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾏ GROVE鎌倉
726 守屋　伸生 ﾓﾘﾔ ﾉﾌﾞｵ Japan eSports Tempting Team
727 菅沼　伸哉 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾔ SSOL
728 宮本　二郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ
729 小島　啓史 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ
730 森　遼一 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ バイシクルパークO2
731 内山　栄一 ｳﾁﾔﾏ ｴｲｲﾁ konsinレーシング
732 坂本　浩一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ チーム★レザン山梨
733 中川　光雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｵ 大正池倶楽部
734 藪野　達哉 ﾔﾌﾞﾉ ﾀﾂﾔ バルバクラブエチゼン/theCRoWN
735 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ バルバサイクルレーシングチーム
736 辻川　涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ Saifa Athlete Club
737 中嶋　諒 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ReVelo
738 富田　駿 ﾄﾐﾀ ｽｸﾞﾙ Roppongi Express
739 松川　航 ﾏﾂｶﾜ ﾜﾀﾙ Route365
740 大村　有希 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ TEAM KIDS / OGB
741 林　康裕 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ ただのオッサン
742 後藤　辰弥 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ スクアドラ　ルオータ
743 堀　佑太朗 ﾎﾘ ﾕｳﾀﾛｳ VIVA ZAPPEI
744 宮野　正史 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 魅惑のパンの耳
745 木戸　幸太 ｷﾄﾞ ｺｳﾀ チーム　ラプレ
746 星　明彦 ﾎｼ ｱｷﾋｺ
747 塩野　敦士 ｼｵﾉ ｱﾂｼ Squadra Ruota
748 河合　雄一郎 ｶﾜｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ Quiero bano
749 大山　隆 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｼ シモーネ
750 松丸　忍 ﾏﾂﾏﾙ ｼﾉﾌﾞ Swacchi
751 稲田　一生 ｲﾅﾀﾞ ｲｯｾｲ まいぺーす
752 神村　幸輝 ｶﾐﾑﾗ ｺｳｷ SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
753 田中　信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ EURO-WORKS Racing
754 箕輪　誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ
755 若林　幹男 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ ＬＷＴ
756 渡辺　祐也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ CCC
757 藤元　康匡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾏｻ New Sun Racing



758 崎原　圭一 ｻｷﾊﾗ ｹｲｲﾁ ALDINA
759 榊　誠一 ｻｶｷ ｾｲｲﾁ
760 馬淵　智広 ﾏﾌﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ ぴっとレーシングチーム
761 阿部　剛久 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋｻ
762 日暮　将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ AutoBahnGotemba
763 関根　正一 ｾｷﾈ ﾏｻｶｽﾞ
764 中谷　大介 ﾅｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ
765 瀧口　吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ スマートコーチング
766 菊地　憲司 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ Lebhaft Racing
767 雑賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
768 佐藤　真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ キヤノンCC
769 稲福　央 ｲﾅﾌｸ ﾋｻｼ
770 石川　大輔 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
771 井上　聡 ｲﾉｳｴ ｿｳ Heitanhompo
772 天本　直也 ｱﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ Heitan hompo
773 並木　哲哉 ﾅﾐｷ ﾃﾂﾔ
774 太田　尚都 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ Imagine the future
775 高岡　純 ﾀｶｵｶ ｼﾞｭﾝ
776 高岡　翔 ﾀｶｵｶ ｼｮｳ
777 田中　浩幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ
778 辻　俊明 ﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ
779 渡辺　知夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｵ チームBMレーシング
780 高口　桂太郎 ｺｳｸﾞﾁ ｹｲﾀﾛｳ Heitanhompo
781 影山　晃 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ
782 白井　宏樹 ｼﾗｲ ﾋﾛｷ チームきたきつね
783 田代　亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ シマノドリンキング
784 飯窪　哲矢 ｲｲｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ レザン山梨
785 田村　繁貴 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ 乗ルンジャー！
786 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ ＢＭレーシング
787 小林　大佑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ EMU SPEED CLUB
788 東　大地 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲﾁ
789 福田　暢彦 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ
790 久保田　諒介 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ EMU SPEED CLUB
791 幕田　亮 ﾏｸﾀ ﾘｮｳ TEAM WANGUN
792 高山　遼 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ サイクルフリーダム・レーシング
793 山崎　修 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ チームBMレーシング
794 横山　隆司 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ Team SCC
795 山本　拓海 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 龍谷大学
796 大脇　誠治 ｵｵﾜｷ ｾｲｼﾞ レブハフトレーシング
797 谷口　彰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ TEHEPELO CC
798 上田　正也 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ
799 木村　公洋 ｷﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ BMレーシング
800 諏訪　学顕 ｽﾜ ﾐﾁｱｷ Swacchi
801 鵜澤　慶徳 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
802 隅　智亮 ｽﾐ ﾄﾓｱｷ OUCC OB
803 朝井　陽介 ｱｻｲ ﾖｳｽｹ VIVA☆ZAPPEI
804 辻本　雅俊 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ wil
805 岡本　健次 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ Swacchi
806 坂本　龍祐 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ レブハフトレーシング
807 川村　怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ Racing CUBE
808 大同　秀樹 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ BLUE DRAGON
809 霜出　祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 往来教
810 相木　広識 ｱｲｷ ﾋﾛｻﾄ IIJ
811 杉浦　亮介 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ ALDINA
812 Campbell　Robert　James Campbell Robert James
813 渡邊　彰久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｻ
814 佐藤　駿 ｻﾄｳ ﾊﾔｵ 往来教
815 菅井　春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ KRSM
816 田崎　友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ F(t)麒麟山Racing



817 山田　航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ
818 日比野　圭祐 ﾋﾋﾞﾉ ｹｲｽｹ IMEレーシング
819 佐藤　貴也 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 多摩ポタ
820 木下　裕司 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ δ-JAPAN
821 太田原　敦 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾂｼ
822 忍田　基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ Team CUORE
823 中野　雄介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ
824 植村　太一 ｳｴﾑﾗ ﾀｲﾁ RX&CO;
825 柴田　瑛一 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ Innocent
826 稲冨　佑弦 ｲﾅﾄﾐ ﾕｽﾞﾙ NCVC cycling team
827 Shevchuk　Vladimir Shevchuk Vladimir
828 渡辺　大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ
829 国吉　朔望 ｸﾆﾖｼ ｻｸﾓ RyukyuUnitedRacing
830 山森　信次 ﾔﾏﾓﾘ ｼﾝｼﾞ
831 藤田　健瑛 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｱｷ HM自転車競技部
832 栗木　貴史 ｸﾘｷ ﾀｶｼ
833 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 弘前大学医学部自転車競技部
834 百津　幹太 ﾓﾓﾂ ｶﾝﾀ wil
835 佐藤　大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ALDINA
836 齋藤　優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ チームBMレーシング
837 坂田　裕希 ｻｶﾀ ﾕｳｷ
838 山本　龍之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ
839 Benson　Taylor Benson Taylor SBRO
840 小島　駿亮 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ Imagine the future 
841 秋重　友美 ｱｷｼｹﾞ ﾄﾓﾐ
842 篠原　奎梧 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｺﾞ imagine the future
843 金田　遼祐 ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ Imagine the future
844 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling Dagyan Nazaer Rx & co
845 康　寿成 ｶﾝ ｽｿﾝ
846 小林　新 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾗﾀ YUMORI onsen
847 鈴木　祥太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ
848 池谷　隆太 ｲｹﾔ ﾘｭｳﾀ IKEYATRUST
849 上場　力 ｳｴﾊﾞ ﾘｷ アップフィールズ
850 犬井　健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ white jack
851 大城　駿 ｵｵｼﾛ ｼｭﾝ  Imagine the future
852 松本　重範 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ SOL
853 岡口　広樹 ｵｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ チームGINRIN熊本
854 江口　和宏 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
855 祖父江　宏祐 ｿﾌﾞｴ ｺｳｽｹ
856 Harrington　Stephen Harrington Stephen SBRO
857 野々山　大我 ﾉﾉﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ZINYA
858 村上　紘平 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ TEAM BIGBANG IMP
859 佐野　大輝 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ 名岐vend
860 柴田　啓矢 ｼﾊﾞﾀ ｹｲﾔ 石田高校自転車競技部
861 野崎　翔汰 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 石田高校自転車競技部
862 広瀬　徳近 ﾋﾛｾ ﾉﾘﾁｶ 石田高校自転車競技部
863 柘　望 ﾂｹﾞ ﾉｿﾞﾐ レブハフトレーシング
864 鳥越　誠司 ﾄﾘｺﾞｴ ｾｲｼﾞ TEAM YOUCAN
865 山下　康善 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾﾞﾝ 無し
866 高橋　大介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ
867 CHAN　RAYMOND CHAN RAYMOND
868 Chancy　Timothy ﾁｬﾝｼｰ ﾃｨﾓｼｰ
869 佐久間　一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ バルバクラブトヤマ
870 Nate　Hunter ﾈｲｻﾝ ﾊﾝﾀｰ Team Niseko
871 下戸　大地　 simoto daichi
872 三澤　義明フィリップ ﾐｻﾜ ﾖｼｱｷﾌｨﾘｯﾌﾟ
873 長里　諭 ﾅｶﾞｻﾄ ｻﾄｼ 自転車村R
874 酒井　昭 ｻｶｲ ｱｷﾗ サイクルフリーダム
875 増子　雄士 ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ Astama cycling team 



876 福田　翔太 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ wil
877 河合　宏樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ
878 岡本　涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ VC VELOCE
879 松本　真寛 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ Hi-RIDGE
880 水越　広大 ﾐｽﾞｺｼ ｺｳﾀﾞｲ
881 島津　真乃介 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾉｽｹ MIVRO
882 小泉　響貴 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 明治大学
883 関水　史郎 ｾｷﾐｽﾞ ｼﾛｳ
884 豊蔵　裕一 ﾄﾖｸﾗ ﾕｳｲﾁ
885 松村　凌雅 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 津末レーシングクラブ


