
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

1301 小林　亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ soleil de lest
1302 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ たまキャン
1303 柘植　洋一 ﾂｹﾞ ﾖｳｲﾁ Team DADDY
1304 今西　大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ  パラティアムTOKYO Fusion Systems
1305 福田　健太 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ イノウエレーシング
1306 寺本　尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ バルバクラブエチゼン
1307 奥東　亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ バルバクラブエチゼン
1308 島崎　稔史 ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ ARCCレーシングチーム
1309 中川　正一 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ バルバクラブタカオカ
1310 徳増　一樹 ﾄｸﾏｽ ｶｽﾞｷ Bar OMOROMOON Cycling Team
1311 堀井　卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ MiNERVA-asahi
1312 山田　悦生 ﾔﾏﾀﾞ ｴｯｾｲ Mk Circuit Cycling
1313 杉本　直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ
1314 吉池　豪 ﾖｼｲｹ ﾂﾖｼ CCC
1315 池田　丞 ｲｹﾀﾞ ﾀｽｸ チームゴーヤー
1316 森　拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ バルバクラブハクサン
1317 伊是名　辰也 ｲｾﾞﾅ ﾀﾂﾔ Milky-Way
1318 末松　聡史 ｽｴﾏﾂ ｻﾄｼ
1319 川田　純毅 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ クラブウェルダン
1320 越川　純 ｺｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ
1321 橋爪　孝典 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾉﾘ
1322 上原　隆史 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ やんばるスパイク
1323 吉田　勝 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ TEAM KIDS
1324 南條　翔也 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ 瀬田漕艇クラブ
1325 矢野　諒太郎 ﾔﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ SANIN Blitz
1326 堀苑　英寛 ﾎﾘｿﾞﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ ミルキーウェイ
1327 爲永　誠 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ バルバクラブエチゼン
1328 田渕　君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ TRYCLE.ing
1329 来間　一弘 ｸﾘﾏ ｶｽﾞﾋﾛ サイクリングチーム風
1330 城間　豊和 ｼﾛﾏ ﾄﾖｶｽﾞ avg23.8km/h、宮古島サイクリングチームKAZI
1331 石澤　芳弘 ｺｸｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ TEAM　KIDS
1332 木村　光浩 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ collina Z
1333 原田　芳明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ
1334 田中　秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ
1335 新垣　隆之 ｱﾗｶｷ ﾀｶﾕｷ
1336 山里　博史 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾋﾛﾌﾐ
1337 与那覇　一徳 ﾖﾅﾊ ｶｽﾞﾉﾘ Milky Way
1338 横田　朋宏 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾋﾛ 内房レーシング
1339 樗澤　剛 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾂﾖｼ
1340 小金山　克久 ｺｶﾞﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ
1341 上原　貢 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂｸﾞ MilkyWay
1342 羽田　雅臣 ﾊﾀﾞ ﾏｻｵﾐ ハダソニック
1343 岡崎　謙 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝ なるしまフレンド
1344 佐々木　彰司 ｻｻｷ ｼｮｳｼﾞ GCT
1345 桐谷　朋宏 ｷﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 内房レーシングクラブ
1346 普天間　朝上 ﾌﾃﾝﾏ ﾁｮｳｼﾞｮｳ Milky Way
1347 伊東　佑馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ MKⅢ
1348 西谷　一彦 ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ バルバクラブエチゼン
1349 松本　貴誠 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 株式会社エムズプラン自転車部
1350 山下　泰司 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｼﾞ Milky way



1351 石田　豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ TS TECH 自転車部
1352 榎本　一輝 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｷ  セレクシオン　HKD
1353 大城　宗純 ｵｵｼﾛ ｿｳｼﾞｭﾝ PIZZA PORTO
1354 湧川　盛邦 ﾜｸｶﾞﾜ ﾓﾘｸﾆ Team Barca Racing
1355 永原　龍夫 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾂｵ arcenciel
1356 玉城　義基 ﾀﾏｷ ﾖｼｷ APEX Racing C.C.
1357 高松　和宏 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ バルバクラブハクサン
1358 山口　タイチ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ
1359 岡崎　俊之 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ
1360 毛呂　隆之 ﾓﾛ ﾀｶﾕｷ エキップ・オ・ク
1361 寺下　知明 ﾃﾗｼﾀ ﾄﾓｱｷ やんばるスパイク
1362 佐藤　暢夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ
1363 藤川　敬 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶｼ 藤川洋品店
1364 遠藤　剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ チーム　Ｆｉｎ’ｓ
1365 原沢　淳 ﾊﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝ
1366 池田　泰博 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
1367 小林　裕平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ
1368 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ
1369 岩下　樹哉 ｲﾜｼﾀ ﾀﾂﾔ イケハラ
1370 冨田　哲也 ﾄﾐﾀ ﾃﾂﾔ OUMEDOS
1371 篠田　優毅 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｷ Swacchi
1372 髙江洲　昌司 ﾀｶｴｽ ﾏｻｼ TEAM KIDS
1373 上條　和雄 ｶﾐｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ ゴールデンサイクリングチーム
1374 金城　真二 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｼﾞ ヤンバルモンキー
1375 松本　徹意 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂｵｷ
1376 宇治野　健 ｳｼﾞﾉ ﾀｹｼ 山中湖サイクリングチーム
1377 伊井　孝之 ｲｲ ﾀｶﾕｷ カミハギサイクル
1378 福山　慧 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ Shimogaku+SHEG
1379 中島　祥吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ
1380 草嶋　圭一 ｸｻｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ BRENDA
1381 山田　英之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ SOUTH CRANK
1382 中村　政信 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ
1383 松永　和幸 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ チーム桂林
1384 緑川　徹 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄｵﾙ TEAM MELODYPUNCH
1385 尾崎　敬介 ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ
1386 網野　優介 ｱﾐﾉ ﾕｳｽｹ ウィンディー筑波
1387 前中　健 ﾏｴﾅｶ ﾀｹｼ SVRC
1388 大畑　将 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾙ EGGPLANT
1389 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ team ZERO
1390 宇井　陽平 ｳｲ ﾖｳﾍｲ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
1391 金澤　圭祐 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
1392 菅野　翔 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳ 懐風館高等学校
1393 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
1394 中尾　彰宏 ﾅｶｵ ｱｷﾋﾛ OKT squalo
1395 青木　拓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ La Tartaruga
1396 白上　真飛 ｼﾗｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 自転車競技部
1397 斎藤　三樹彦 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾋｺ
1398 竹内　啓文 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ
1399 甲斐　優太 ｶｲ ﾕｳﾀ ウィンディー筑波
1400 戸國　素直 ﾄｸ二 ﾓﾄﾅｵ
1401 中村　竜太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
1402 三浦　宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ La Tartaruga



1403 小原　正樹 ｵﾊﾗ ﾏｻｷ
1404 田邊　秀明 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ aprico
1405 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
1406 八代　大智 ﾔｼﾛ ﾀﾞｲﾁ OKT
1407 金井　康典 ｶﾅｲ ﾔｽﾉﾘ Tchula-gecon
1408 伊波　陽祐 ｲﾊ ﾖｳｽｹ
1409 小出　直幸 ｺｲﾃﾞ ﾅｵﾕｷ
1410 謝花　由薫 ｼﾞｬﾊﾅ ﾖｼｶ チームイケハラ
1411 山下　和秀 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
1412 足立　考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ
1413 井東　親吾 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
1414 山野　正高 ﾔﾏﾉ ﾏｻﾀｶ
1415 道下　聡 ﾐﾁｼﾀ ｻﾄｼ
1416 後藤　啓介 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ
1417 永田　洋介 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ Climber's High!/SHEG
1418 川瀬　直人 ｶﾜｾ ﾅｵﾄ サニーフィッシュ
1419 久保　潤也 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
1420 伊藤　公晴 ｲﾄｳ ｷﾐﾊﾙ
1421 河西　秀介 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
1422 小川　和晃 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ
1423 尾野　雅章 ｵﾉ ﾏｻｱｷ
1424 佐々木　徳朗 ｻｻｷ ﾄｸﾛｳ
1425 中島　大樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
1426 西山　僚平 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ
1427 村上　大師 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ
1428 安實　健太郎 ﾔｽｻﾞﾈ ｹﾝﾀﾛｳ
1429 北川　聡司 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾄｼ 沖縄水中処分隊
1430 山口　夏季 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 禾生第一小学校
1431 沖田　興紀 ｵｷﾀ ｺｳｷ
1432 西川　博史 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ
1433 玉木　泰希 ﾀﾏｷ ﾀﾞｲｷ Shimogaku
1434 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ GranDiver
1435 田村　亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ
1436 新井　雄一 ｱﾗｲ ﾕｳｲﾁ RX
1437 高安　豊 ﾀｶﾔｽ ﾕﾀｶ チーム桂林
1438 笹岡　亮裕 ｻｻｵｶ ｱｷﾋﾛ HiFive Racing
1439 永野　雄己 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｷ
1440 後藤　佑太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ
1441 竹村　佳彦 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋｺ Humble
1442 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ
1443 山崎　崇貴 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｷ
1444 石井　達也 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ チーム凪小屋
1445 上田　裕司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
1446 影山　祐介 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ
1447 新谷　真人 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾄ AEC
1448 吉岡　晃 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ 弘前大学医学部自転車競技部
1449 辻　寿高 ﾂｼﾞ ﾄｼﾀｶ ＲＸ＆ＣＯ
1450 宇梶　智悠 ｳｶｼﾞ ﾄﾓﾋｻ Team Ashiviva
1451 林　圭太 ﾊﾔｼ ｹｲﾀ
1452 石神　宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ パラティアムTOKYO Fusion Systems
1453 川満　清正 ｶﾜﾐﾂ ｷﾖﾏｻ
1454 喜久里　昂哉 ｷｸｻﾞﾄ ｺｳﾔ



1455 松田　久志 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｼ
1456 渡部　潤治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ GROVE宮前平
1457 渡辺　瞭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ
1458 藤木　智範 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ Team ZERO UNO FRONTIER
1459 松田　健吾 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
1460 小野　武 ｵﾉ ﾀｹｼ
1461 田切　智裕 ﾀｷﾞﾘ ﾁﾋﾛ 飯田風越高等学校
1462 齊藤　成矢 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ Team Kermis Cross
1463 永野　雄久 ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋｻ
1464 北條　将大 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ
1465 神代　秀彬 ｶｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ FGH
1466 石井　孝幸 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ
1467 中島　太一 ﾅｶｼﾏ ﾀｲﾁ 久留米大学
1468 丹羽　潤一郎 ﾆﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
1469 井村　海斗 ｲﾑﾗ ｶｲﾄ circle kk
1470 奥間　敦彦 ｵｸﾏ ｱﾂﾋｺ チーム米須
1471 大城　壮平 ｵｵｼﾛ ｿｳﾍｲ TEAM　KIDS
1472 東江　二男 ｱｶﾞﾘｴ ﾂｷﾞｵ TEAM KIDS
1473 勝連　翔太 ｶﾂﾚﾝ ｼｮｳﾀ
1474 天野　康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ バルバクラブタカオカ
1475 米田　晋 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾑ Milky way
1476 沖本　要 ｵｷﾓﾄ ｶﾅﾒ
1477 梅基　真也 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝﾔ バルバクラブタカオカ
1478 矢野　健太郎 ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ASTAMACyclingTeam
1479 吉井　旭 ﾖｼｲ ｱｻﾋ team APEX 
1480 小田　達也 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ
1481 片岡　力也 ｶﾀｵｶ ﾘｷﾔ
1482 金岡　拓哉 ｶﾅｵｶ ﾀｸﾔ BASE SEGRETA
1483 幡野　文哉 ﾊﾀﾉ ﾌﾐﾔ BASE SEGRETA
1484 田口　大誠 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ ベースセグレタ
1485 赤土　侑也 ｱｶﾂﾁ ﾕｳﾔ
1486 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ バルバクラブタカオカ
1487 仲村　忠丸 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾏﾙ
1488 大久保　洋平 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳﾍｲ 友愛医療センター
1489 坂本　大介 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
1490 橋本　青空 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ バルバクラブカナザワ
1491 仲村　優佑 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ FEEVIL沖縄＋沖縄野郎’s
1492 坂井　翔真 ｻｶｲ ｼｮｳﾏ 内房レーシングクラブ
1493 卯都木　剛 ｳﾂｷﾞ ｺﾞｳ
1494 我那覇　公和 ｶﾞﾅﾊ ｷﾐｶｽﾞ
1495 浅野　保彦 ｱｻﾉ ﾔｽﾋｺ デラゲン


