
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

3001 福島　雄二 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ ベスッテクス
3002 村井　政美 ﾑﾗｲ ﾏｻﾐ ナカガワ　AS・K’ デザイン
3003 木場　亨 ｺﾊﾞ ﾄｵﾙ 広島市消防局サイクリングクラブ
3004 岩渕　勝彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋｺ たかだフレンド
3005 滝波　範男 ﾀｷﾅﾐ ﾉﾘｵ バルバクラブフクイ
3006 利藤　謙二 ﾘﾄｳ ｹﾝｼﾞ しこちゅうサイクリングクラブ
3007 内藤　保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ チーム・コバリン
3008 栗原　義英 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 喜輪児
3009 小野　忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ パインヒルズ90
3010 殿村　和也 ﾄﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ TTGミトロング-V
3011 渡辺　直哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ Biketown Cycling
3012 高田　昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ チーム マリア・ローザ
3013 渡辺　聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ チームコバリン
3014 津村　民生 ﾂﾑﾗ ﾀﾐｵ HIDEO MAX HEART
3015 野田　憲隆 ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ Pedalist
3016 望月　昇 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ Tchula-guecon
3017 若木　一朗 ﾜｶｷﾞ ｲﾁﾛｳ 若木塾
3018 海田　義嗣 ｶｲﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 水曜会
3019 仲村　善文 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ
3020 佐久間　純 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝ
3021 菊池　美樹雄 ｷｸﾁ ﾐｷｵ チームけんしん
3022 金城　隆 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ チームタクミ
3023 福田　信一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
3024 大城　一也 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾔ TEAM KIDS
3025 比嘉　功 ﾋｶﾞ ｲｻｵ
3026 千原　武重 ﾁﾊﾗ ﾀｹｼｹﾞ Chulla
3027 石田　隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ
3028 大永　徳彦 ｵｵﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｺ トラクターRC
3029 宮城　創 ﾐﾔｷﾞ ﾊｼﾞﾒ
3030 小林　茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ GFR
3031 中山　英明 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ABC
3032 見月　信介 ﾐﾂｷ ﾉﾌﾞｽｹ パゴールTC
3033 上里　宏美 ｳｴｻﾞﾄ ﾋﾛﾐ
3034 伊波　哲郎 ｲﾊ ﾃﾂｵ
3035 宮城　治 ﾐﾔｷﾞ ｵｻﾑ バイスクルキッズ
3036 山内　良章 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼｱｷ South CRANK
3037 棚田　政志 ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻｼ バルバクラブタカオカ
3038 林　泉 ﾊﾔｼ ｲｽﾞﾐ
3039 中田　昌宏 ﾅｶﾀ ﾏｻﾋﾛ C R E A
3040 石山　喜久二 ｲｼﾔﾏ ｷｸｼﾞ
3041 新里　智彦 ｼﾝｻﾞﾄ ﾄﾓﾋｺ カデナロケッツ
3042 仲村　春政 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾏｻ
3043 佐藤　清次 ｻﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ チーム　コバリン
3044 佐藤　安雄 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 東金トライアスロンクラブ
3045 新里　春夫 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙｵ
3046 川島　昭光 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾐﾂ タイガーカワシマ
3047 長岡　茂 ﾅｶﾞｵｶ ｼｹﾞﾙ サンデー毎日クラブ
3048 宮里　常安 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾈﾔｽ ＴＷＴ
3049 上江洲　健 ｳｴｽﾞ ｹﾝ チームイケハラ
3050 馬詰　修 ｳﾏﾂﾞﾒ ｵｻﾑ
3051 塚崎　雅仁 ﾂｶｻｷ ﾏｻﾋﾄ
3052 呉屋　正行 ｺﾞﾔ ﾏｻﾕｷ
3053 松本　真人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ team60s
3054 吉本　哲夫 ﾖｼﾓﾄ ﾃﾂｵ TEAM KIDS
3055 原　満 ﾊﾗ ﾐﾂﾙ
3056 金城　盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ



3057 山入端　孝雄 ﾔﾏﾉﾊ ﾀｶｵ チームケンシン
3058 仲眞　晴 ﾅｶﾏ ｱｷﾗ ハシカワサイクル
3059 水間　義光 ﾐｽﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ バルバクラブフクイ
3060 沼本　浩司 ﾇﾓﾄ ﾋﾛｼ
3061 仲沢　隆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ パインヒルズ '90
3062 堂屋敷　啓三 ﾄﾞｳﾔｼｷ ｹｲｿﾞｳ
3063 小野寺　充 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂﾙ Team ANA
3064 佐久川　長善 ｻｸｶﾞﾜ ﾁｮｳｾﾞﾝ
3065 又吉　信男 ﾏﾀﾖｼ ﾉﾌﾞｵ
3066 岸本　恵文 ｷｼﾓﾄ ｹｲﾌﾞﾝ
3067 山城　茂徳 ﾔﾏｼﾛ ｼｹﾞﾉﾘ
3068 宮城　行夫 ﾐﾔｷﾞ ﾕｷｵ
3069 新垣　森繁 ｱﾗｶｷ ﾓﾘｼｹﾞ 与勝壮年
3070 又吉　栄久 ﾏﾀﾖｼ ｴｲｷｭｳ
3071 岡本　章 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ チームとくべえ
3072 新垣　修 ｱﾗｶｷ ｵｻﾑ TWT
3073 新垣　貞正 ｱﾗｶｷ ｻﾀﾞﾏｻ ツールドスター
3074 宮平　尚 ﾐﾔﾋﾗ ﾀｶｼ Team UMIBOUZU
3075 殿納　基靖 ﾄﾉｳ ﾓﾄﾔｽ
3076 名渡山　隆 ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾀｶｼ ﾁｰﾑ池原
3077 池原　良弘 ｲｹﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ
3078 行澤　洋人 ﾕｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ CREA
3079 大城　幸也 ｵｵｼﾛ ﾕｷﾅﾘ
3080 酒井　俊昭 ｻｶｲ ﾄｼｱｷ SHIDO
3081 長谷川　和彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ
3082 鉢嶺　勝 ﾊﾁﾐﾈ ﾏｻﾙ チームOPP
3083 茶園　篤男 ﾁｬｴﾝ ﾄｸｵ TEAM KIDS
3084 茅木　孝 ｶﾔｷﾞ ﾀｶｼ 内房レーシングクラブ
3085 若松　三郎 ﾜｶﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ Lontano宝塚
3086 玉城　順一 ﾀﾏｼﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ 株式会社　幸健ホーム
3087 高良　康夫 ﾀｶﾗ ﾔｽｵ
3088 辰村　俊也 ﾀﾂﾑﾗ ﾄｼﾔ Soleil De L'est（沖縄支部）
3089 内川　健 ｳﾁｶﾜ ﾀｹｼ Collina Z
3090 与那原　正勝 ﾖﾅﾊﾗ ﾏｻｶﾂ チーン インディアン
3091 源河　栄三 ｹﾞﾝｶ ｴｲｿﾞｳ
3092 一木　浩一郎 ｲﾁｷ ｺｳｲﾁﾛｳ team　panda
3093 村上　譲治 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｮｳｼﾞ flamingo
3094 波多野　清英 ﾊﾀﾉ ｷﾖﾋﾃﾞ サイファアスリートクラブ
3095 鈴木　昭男 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ なるしまフレンド
3096 師玉　清悟 ｼﾀﾞﾏ ｾｲｺﾞ ブランニュー
3097 広瀬　由幸 ﾋﾛｾ ﾖｼﾕｷ 鰯pan
3098 山田　良人 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ
3099 天野　博哉 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾔ
3100 三浦　幸浩 ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ SOUTH PACK
3101 山田　豊喜 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾖｷ
3102 Robertson　Whittaker　Frank Robertson　Whittaker　Frank Yokota Cycling Club
3103 上宮田　進 ｶﾝﾐﾔﾀﾞ ｽｽﾑ 無所属
3104 柳　悦州 ﾔﾅｷﾞ ﾖｼｸﾆ ABC  TEAM KIDS
3105 鴨志田　康仁 ｶﾓｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ WildLife CC
3106 三次　淳 ﾐﾖｼ ｽﾅｵ うちのお父さん
3107 大嶽　剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ クリムゾン
3108 児玉　伊佐雄 ｺﾀﾞﾏ ｲｻｵ 突撃与論献奉隊
3109 塩谷　圭司 ｼｵﾀﾆ ｹｲｼﾞ バルバクラブフクイ
3110 三谷　長生 ﾐﾀﾆ ﾁｮｳｾｲ ダランネーケ白山ＣＳｰNONDEMO
3111 木山　智 ｷﾔﾏ ｻﾄｼ Team ARI/JETT
3112 井原　利幸 ｲﾊﾗ ﾄｼﾕｷ ホットロード
3113 奥原　英彦 ｵｸﾊﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ ABC
3114 小山田　光治 ｺﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ



3115 渡邊　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ チーム・コバリン
3116 石川　幸弘 ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 石川道場
3117 仲村渠　啓 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾊｼﾞﾒ チームエイキュー
3118 新垣　勝利 ｱﾗｶｷ ｶﾂﾄｼ Team　Kids
3119 湯口　史朗 ﾕｸﾞﾁ ｼﾛｳ たかだフレンドレーシング
3120 廣浦　和也 ﾋﾛｳﾗ ｶｽﾞﾔ
3121 松元　五月 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ Team I'mAMA
3122 杉本　勝則 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 018 Blue Grass
3123 齊城　洋史 ｻｲｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ
3124 高祖　吉太郎 ｺｳｿ ｷﾁﾀﾛｳ 018BlueGrass
3125 川口　英樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ サニーサイド
3126 倉田　喜代司 ｸﾗﾀ ｷﾖｼ イマイ・スプロケッツ
3127 難波　修二 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ 鷹組　イカルスと共に
3128 神里　安則 ｶﾐｻﾞﾄ ﾔｽﾉﾘ チャレンジ６８
3129 小嶋　昇一 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｲﾁ なるしまフレンド
3130 水野　敏彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ
3131 新川　善勝 ｱﾗｶﾜ ﾖｼｶﾂ
3132 福元　啓史 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｼﾞ TEAM KIDS
3133 Arsenault　John ｱｰｾﾅﾙﾄ ｼﾞｮﾝ
3134 寺田　覚 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄﾙ Blue Grass
3135 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP
3136 村上　晋一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ オーベスト
3137 神原　千秋 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾁｱｷ


