
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

1001 山本　裕昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ BONDS静岡サイクルRT
1002 山本　敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ SBC Vertex Racing Team
1003 山崎　嘉貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ VCMS GRIDE
1004 宮城　博之 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ チームイケハラ
1005 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ チームGINRIN熊本
1006 小川　剛司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ IMEレーシング
1007 土谷　賢典 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾉﾘ pedalist
1008 福田　昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ Roppongi Express
1009 矢島　竜一 ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ TEAM AMiGos
1010 油浅　弘幸 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ
1011 西尾　洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ バルバサイクルレーシングチーム
1012 西山　信広 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ チームファンサイクル
1013 酒井　紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ バルバレーシングクラブフクイ
1014 松村　悟 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ パインヒルズ'90
1015 長島　純郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝﾛｳ Roppongi Express
1016 八重澤　明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ オッティモ
1017 齋藤　多嘉志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ SBC Vertex Racing Team
1018 永沢　透 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ トーヨーサイクリングチーム
1019 滝山　信行 ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ チバポンズ
1020 釘宮　諭 ｸｷﾞﾐﾔ ｻﾄｼ VC FUKUOKA マスターズ
1021 石積　伸之 ｲｼﾂﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ クラブ　ロードロ
1022 矢代　信之 ﾔｼﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ 内房レーシングクラブ
1023 堀井　長善 ﾎﾘｲ ﾅｶﾞﾖｼ Team Zenko
1024 松木　匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ MIVRO
1025 石塚　将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
1026 秋山　哲也 ｱｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ ベロクラブアレ
1027 金子　幸信 ｶﾈｺ ﾕｷﾉﾌﾞ クラブ　ロードロ
1028 坂本　進也 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ チーム・フォルツァ！
1029 清水　智彦 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋｺ IMEレーシング
1030 杉山　工 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ TMC_CCG
1031 西野　喜文 ﾆｼﾉ ﾖｼﾌﾐ IS NET FUKUI
1032 房野　友樹 ﾌｻﾉ ﾄﾓｷ
1033 高津　新一 ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ まほろばRC
1034 桐山　雄一 ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ チバポンズ
1035 稲垣　雅弘 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ トーヨー レーシング
1036 金城　司 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂｶｻ チーム米須
1037 氏家　正裕 ｳｼﾞｲｴ ﾏｻﾋﾛ ブレンダ
1038 坂本　博史 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ SMART Coaching
1039 関口　篤史 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ
1040 高野　保真 ﾀｶﾉ ﾔｽﾅｵ
1041 矢代　昌之 ﾔｼﾛ ﾏｻﾕｷ 内房レーシングクラブ
1042 上田　均 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄｼ レブハフトレーシング
1043 國定　洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ Team CUORE
1044 福永　幸哉 ﾌｸﾅｶﾞ ｻﾁﾔ チームハシカワ
1045 斉藤　豊一 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ デシクロペダリ
1046 赤澤　和徳 ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ チーム・グランプッチ
1047 木内　実 ｷｳﾁ ﾐﾉﾙ
1048 比嘉　義人 ﾋｶﾞ ﾖｼﾄ Team AlterLock
1049 山崎　章介 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｽｹ Team SCC
1050 野口　智 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ TS TECH自転車部



1051 城戸　勇人 ｷﾄﾞ ﾊﾔﾄ TASつくばサイクル
1052 山根　理史 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾌﾐ チーム・ウォークライド
1053 早瀬　憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 日本ろう自転車競技協会
1054 相場　康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ
1055 松岡　慎司 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ
1056 郷間　大輔 ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ
1057 橋本　英剛 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｺﾞｳ チーム池原&チームヒロシゲ
1058 門馬　史典 ﾓﾝﾏ ﾌﾐﾉﾘ Bongole
1059 鈴木　良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ サンクスサイクルラボ
1060 斎　雄一 ｻｲ ﾕｳｲﾁ
1061 古賀　康士 ｺｶﾞ ﾔｽｼ
1062 村澤　龍太 ﾑﾗｻﾜ ﾘｭｳﾀ
1063 三明　由嗣 ﾐｱｹ ﾖｼﾂｸﾞ
1064 安井　啓史 ﾔｽｲ ﾋﾛﾌﾐ HIRO Raining Team
1065 井上　裕 ｲﾉｳｴ ﾕﾀｶ レブハフトレーシング
1066 横山　大介 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ
1067 大内　康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ MAY STORM
1068 高松　宗司 ﾀｶﾏﾂ ﾀｶｼ メイストーム
1069 加藤　伸 ｶﾄｳ ｼﾝ グラン・デパール
1070 西嶋　等 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾄｼ Lebhaft Racing
1071 森島　浩二 ﾓﾘｼﾏ ｺｳｼﾞ
1072 仲間　邦男 ﾅｶﾏ ｸﾆｵ 内房レーシング
1073 工藤　泰 ｸﾄﾞｳ ﾀｲ
1074 柴　正弘 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ TWMU自転車競技部
1075 仲間　春一 ﾅｶﾏ ｼｭﾝｲﾁ
1076 藤橋　亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ チームチェブロ
1077 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ MMLR
1078 増田　隆光 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ タケダヤクヒン
1079 鈴木　昌弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
1080 坂口　明 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ
1081 卯津江　穣 ｳﾂｴ ｼﾞｮｳ
1082 山崎　裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 37Mount
1083 小倉　秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ セマスレーシング
1084 梛野　泰 ﾅｷﾞﾉ ﾔｽｼ チームBMレーシング
1085 青木　拓朗 ｱｵｷ ﾀｸﾛｳ SANIN Blitz
1086 藤村　紘一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｲﾁ Rapha Cycling Club
1087 池田　潤哉 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ セルカリオレーシング
1088 中内　誠 ﾅｶｳﾁ ﾏｺﾄ
1089 和泉　潤 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ VC VELOCE
1090 中島　卓也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾔ スクーデリアブリランテ
1091 松本　達哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ HaluRacing
1092 片岡　敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ SANIN Blitz
1093 手登根　知巳 ﾃﾄﾞｺﾝ ﾄﾓﾐ チーム池原
1094 大川　章 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ IMEレーシング
1095 Green　Michael Green Michael
1096 中山　勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ hirako.mode
1097 CLATWORTHY　FRED ｸﾗｯﾄﾜｰｼｰ ﾌﾚｯﾄﾞ
1098 中野　佳祐 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ
1099 山　英則 ﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ will
1100 Oliveira　Joao ｵﾘﾍﾞｲﾗ ｼﾞｮｱｵ
1101 佐井　輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ VC VELOCE
1102 守屋　寿人 ﾓﾘﾔ ﾋｻﾄ モーリートレード株式会社



1103 スミス　ポール ｽﾐｽ ﾎﾟｰﾙ Team Ikehara
1104 中畑　隆幸 ﾅｶﾊﾀ ﾀｶﾕｷ SHIDO-WORKS
1105 Soeder　Michael　Kevin Soeder Michael Kevin
1106 小林　研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ NSR
1107 小林　秀治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ
1108 山口　知彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ セオ・レーシング
1109 久保田　祐児 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ サイクルフリーダム
1110 小菅　博範 ｺｽｹﾞ ﾋﾛﾉﾘ F(t)麒麟山Racing
1111 奥脇　洋平 ｵｸﾜｷ ﾖｳﾍｲ チームコバリン
1112 石橋　晃 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾗ 静岡サイクルRT  IL VENTO
1113 Taylor　Alan Taylor Alan VC福岡エリート
1114 仁科　洋人 ﾆｼﾅ ﾋﾛﾄ サイクルフリーダム
1115 西野　智久 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ チーム　ウォークライド
1116 小岸　直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 三鷹市役所　自転車部
1117 東　晋也 ﾋｶﾞｼ ｼﾝﾔ Rangoon Racing Team
1118 江川　潔 ｴｶﾞﾜ ｷﾖｼ MRC
1119 山崎　慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ エクストリームつくば
1120 藤井　伸彦 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋｺ
1121 澤木　冬彦 ｻﾜｷ ﾌﾕﾋｺ ティファニー
1122 大塚　秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ チームオーベスト
1123 福地　徹 ﾌｸﾁ ﾄｵﾙ TEAM SANREMO


