
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

1601 栗山　和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ Soleil de l'est
1602 井上　善裕 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ INOUE RACING CYCLE
1603 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ Route365  
1604 花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
1605 阿部　宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ キャメルメンズクラブ
1606 左迫間　昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ チームGINRIN熊本
1607 中前　元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ バルバクラブカナザワ
1608 小杉　健太郎 ｺｽｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ なるしまフレンド・チャレンジャーズ
1609 児玉　淳治 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ Le Poisson Rouge
1610 松本　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ
1611 濱本　智之 ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 内房レーシングクラブ
1612 藤原　真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ champion system Japan test team
1613 友田　博和 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ クラブ　ロードロ
1614 小林　達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
1615 コゼンス　カルロ ｺｾﾞﾝｽ ｶﾙﾛ ウィンドフレンド石垣島
1616 星場　正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ
1617 新垣　和正 ｱﾗｶｷ ｶｽﾞﾏｻ TEAM KIDS
1618 金子　哲志 ｶﾈｺ ﾃﾂｼ ケッタマシーンズwithバイクサンド
1619 大内　明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ ＷＥ　ＬＯＶＥ　Ｏ2
1620 高田　智貴 ﾀｶﾀ ﾄﾓｷ MK
1621 井藤　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ team-ＤＡＤＤＹ
1622 上原　寿幸 ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾕｷ TEAM KIDS
1623 水谷　和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ バルバクラブトヤマ
1624 小田原　毅 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ fin's
1625 印南　明 ｲﾅﾐ ｱｷﾗ カデナロケッツ
1626 加藤　光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ EXTENDED VAX SAYAMA
1627 瀬合　祥貴 ｾｺﾞｳ ﾖｼﾀｶ パラティアムTOKYO Fusion Systems
1628 今川　保美 ｲﾏｶﾞﾜ ﾔｽﾐ パワーキック
1629 小松　亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ VC福岡　エリート
1630 中島　龍 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
1631 斎藤　義幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ
1632 宮里　大悟 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾞｲｺﾞ チーム米須
1633 吉村　健央 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ スマートコーチング
1634 宮本　利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ セレクシオン南九州
1635 田中　正司 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｼ サイクルボーグ＠ＴＡＧ
1636 佐伯　大輔 ｻｴｷ ﾀﾞｲｽｹ わきどんどん
1637 大塚　邦幸 ｵｵﾂｶ ｸﾆﾕｷ MK3
1638 市川　雄一 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ CYCLOCLUB
1639 蔡　栄浩 ﾁｪｰ ﾖﾝﾎ CYCLES WAKASA
1640 森　芳雄 ﾓﾘ ﾖｼｵ
1641 渡辺　敦史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ TEAM GIRO
1642 新井　隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ
1643 梅野　優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ  RE CYCLING CLUB
1644 富山　健太 ﾄﾐﾔﾏ ｹﾝﾀ 石垣島ウインドフレンズ
1645 林原　伸治 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ
1646 江山　智之 ｴﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ BELTEMPO
1647 横山　健太郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 竹芝サイクルレーシング
1648 納冨　武則 ﾉｳﾄﾐ ﾀｹﾉﾘ ＹＯＣＣ
1649 Kosinski　Przemyslaw Kosinski Przemyslaw SBRO
1650 島内　健治 ｼﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ arcenciel
1651 深尾　繁治 ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙ FUKADAまじりんぐ
1652 仲宗根　浩司 ﾅｶｿﾈ ｺｳｼﾞ 宮古島ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ風
1653 松尾　茂男 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｵ
1654 新見　功 ﾆｲﾐ ｲｻｵ SANIN Blitz



1655 間庭　良浩 ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ グラン・デパール
1656 森榮　晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ パラティアムTOKYO Fusion Systems
1657 坂本　秀人 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ CO2 bicycle
1658 富本　健明 ﾄﾐﾓﾄ ﾀｹｱｷ NEST nagasaki
1659 稲本　潤一 ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ BICI CERCATORE
1660 花澤　大介 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ studio Will &チーム池原
1661 橋隅　和明 ﾊｼｽﾞﾐ ｶｽﾞｱｷ FARs YOKOHAMA
1662 神田　岳 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ Roppongi Express
1663 久保田　直幸 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 嵐山朝練
1664 吉川　潤也 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
1665 北留　克俊 ｷﾀﾄﾞﾒ ｶﾂﾄｼ
1666 林　史謙 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾉﾘ
1667 金井　晋太郎 ｶﾅｲ ｼﾝﾀﾛｳ ダンデライオン自転車倶楽部
1668 滝田　圭 ﾀｷﾀ ｹｲ
1669 柿原　孝典 ｶｷﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ team SOL
1670 市野　正直 ｲﾁﾉ ﾏｻﾄｼ マリアローザ
1671 岩佐　正昭 ｲﾜｻ ﾏｻｱｷ ZERO to TOP
1672 後藤　浩夫 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｵ altotevere
1673 高畠　和明 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶｽﾞｱｷ
1674 吉田　純 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
1675 矢野　淳二 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ ビワイチ会
1676 石大　洋志 ｺｸｵｵ ﾋﾛｼ
1677 川瀬　晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ
1678 村尾　俊 ﾑﾗｵ ﾀｶｼ 宮古島サイクリングチーム風
1679 川越　得弘 ｶﾜｺﾞｴ ﾉﾘﾋﾛ LOCK ON
1680 小野寺　秀徳 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ
1681 仲盛　敦 ﾅｶﾓﾘ ｱﾂｼ ウインド・フレンド
1682 中尾　公一 ﾅｶｵ ｺｳｲﾁ コルナゴ部長
1683 宮城　調秀 ﾐﾔｷﾞ ﾁｮｳｼｭｳ New Sun Racing
1684 神谷　真人 ｶﾐﾔ ﾏﾋﾄ TEAM KIDS
1685 石井　由行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ
1686 竹内　敏治 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾊﾙ
1687 嘉数　昇太郎 ｶｶｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ターミネーターRT 
1688 小野寺　紀雄 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｵ PLUS ULTRA
1689 石丸　良広 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾋﾛ Racing team MISTRAL
1690 小濱　孝太 ｺﾊﾏ ｺｳﾀ
1691 成松　恭多 ﾅﾘﾏﾂ ｷｮｳﾀ GLT／RX&CO;
1692 菊池　透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ なるしまフレンド
1693 宮城　稔 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾉﾙ MAIYQ
1694 辻本　貴志 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ Collina Z
1695 田尻　雅 ﾀｼﾞﾘ ﾏｻｼ BJCC
1696 江村　豊和 ｴﾑﾗ ﾄﾖｶｽﾞ 石垣島ウインドフレンド
1697 藤田　晃三 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ブリヂストンサイクル
1698 宮城　清 ﾐﾔｷﾞ ｷﾖｼ カデナロケッツ
1699 稲嶺　忍 ｲﾅﾐﾈ ｼﾉﾌﾞ チームOPP
1700 井上　幹康 ｲﾉｳｴ ﾐｷﾔｽ BODY WORKS 井上
1701 守田　敬之 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ ZTT
1702 阿部　竜大 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾋﾛ RCC 
1703 沖吉　隆 ｵｷﾖｼ ﾀｶｼ チームイケハラ
1704 大濱　一豊 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾄﾖ サイクル館
1705 菊井　謙介 ｷｸｲ ｹﾝｽｹ
1706 澤成　博 ｻﾜﾅﾘ ﾋﾛｼ TEAM KIDS
1707 早川　宗介 ﾊﾔｶﾜ ｿｳｽｹ わらいカワセミ
1708 伊志嶺　康則 ｲｼﾐﾈ ﾔｽﾉﾘ
1709 櫻井　諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ
1710 新垣　優 ｱﾗｶｷ ﾕｳ ウィンドフレンド石垣島



1711 下門　貴之 ｼﾓｼﾞｮｳ ｱﾂﾂｷ Ryukyu United Racing
1712 小田　敏之 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ
1713 小林　亮介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 東京赤坂氷川町之会
1714 福田　浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ビール部自転車課
1715 Pong Yin So Pong Yin So
1716 安川　嘉仁 ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾋﾄ セレクシオンHKD
1717 馬場　基 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾄｲ Team Breast Surgery 
1718 高柳　康平 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳﾍｲ North Wish
1719 當間　達也 ﾄｳﾏ ﾀﾂﾔ TEAM FLEX
1720 八田　哲 ﾊｯﾀ ｻﾄｼ FGH
1721 兼城　史 ｶﾈｼﾛ ﾌﾐﾋﾄ チームイケハラ
1722 桃原　琢磨 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾀｸﾏ PMG
1723 玉城　浩康 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾔｽ サイクルカン
1724 木本　貴徳 ｷﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ MKU.BC
1725 寺林　晋 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ なるしまフレンド
1726 河井　智紀 ｶﾜｲ ﾄﾓﾉﾘ
1727 土田　智裕 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 468+1
1728 仲村　卓之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ チーム桂林
1729 水口　達士 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀﾂｼ VIVA☆ZAPEEI
1730 大吉　正勝 ｵｵﾖｼ ﾏｻｶﾂ 沖永良部自転車走好会
1731 矢野　和美 ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ チームTRC
1732 新垣　卓 ｱﾗｶｷ ｽｸﾞﾙ TEAM　KIDS
1733 菱川　浩一郎 ﾋｼｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ
1734 矢野　崇 ﾔﾉ ﾀｶｼ
1735 安藤　貴史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 鷹組　イカルスと共に
1736 林　浩司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ
1737 塩谷　浩二 ｼｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ チームサイクルステージRYO
1738 臼井　一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ Honda栃木
1739 酒井　寛幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ
1740 滋野　春紀 ｼｹﾞﾉ ﾊﾙｷ Team SHIDO
1741 伊藤　拓 ｲﾄｳ ﾀｸ
1742 三田村　宜幸 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ Astama cycling team
1743 櫻井　亮太 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ VIVAZAPPEI
1744 大塚　健太郎 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ YOKOSUKA UNO RACING
1745 菅波　正浩 ｽｶﾞﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ MK Circuit Cycling
1746 土居　三明 ﾄﾞｲ ﾐﾂｱｷ Cyclers SNEL
1747 福田　隆 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ Cyclers SNEL
1748 Schlitz　Todd tsushi tado MAIYO
1749 荒嶋　啓太 ｱﾗｼﾏ ｹｲﾀ Bowerman Cycle Club
1750 柴崎　由瑞 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾖｼﾐｽﾞ Max Speed 97 
1751 吉岡　由行 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾕｷ Max Speed 97
1752 高橋　一生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ Eggplant
1753 村井　敦史 ﾑﾗｲ ｱﾂｼ
1754 青木　弘彦 ｱｵｷ ﾋﾛﾋｺ
1755 加藤　知弘 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 468+1
1756 坂下　知久 ｻｶｼﾀ ﾄﾓﾋｻ Up Draft
1757 清水　拓也 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ
1758 萩原　泉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｽﾞﾐ
1759 佐藤　央二郎 ｻﾄｳ ｵｳｼﾞﾛｳ MK CIRQUIT CYCLING
1760 権藤　秀司 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ Rangoon Racing Team
1761 河野　真輝 ｺｳﾉ ﾏｻﾃﾙ 沖縄水中処分隊
1762 小高　泰男 ｺﾀﾞｶ ﾔｽｵ シャンクス
1763 平野　和順 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ TeamsAlterlock
1764 渡邉　英毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ
1765 榊原　航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ Roppongi Express
1766 鈴木　辰佳 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾖｼ team APEX



1767 田中　智己 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ
1768 田　智豪 ｼﾞﾊｵ ｼﾞﾊｵ
1769 古堅　宗朋 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾑﾈﾄﾓ
1770 城間　敦 ｼﾛﾏ ｱﾂｼ
1771 若松　史門 ﾜｶﾏﾂ ｼﾓﾝ IMEレーシング
1772 香川　昌規 ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ Zippy's
1773 山本　博昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ
1774 西島　将晃 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 鷹組
1775 熊倉　大輔 ｸﾏｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ
1776 森田　琢也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ YURIFitCyclingTEAM
1777 権藤　淳 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｽﾅｵ TEAM OKINAWA
1778 新井　佳典 ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ TEAM409KZ
1779 氏原　崇 ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ
1780 三木　裕一 ﾐｷ ﾕｳｲﾁ バルバクラブタカオカ
1781 高江洲　厚 ﾀｶｴｽ ｱﾂｼ レンタサイクルLINDA
1782 伊藤　俊昭 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ
1783 神田　裕教 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 加瀬塾
1784 久木原　慶 ｸｷﾊﾗ ｹｲ
1785 中井　隆 ﾅｶｲ ﾀｶｼ
1786 矢崎　隆弘 ﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
1787 仲地　堂規 ﾅｶﾁ ﾀｶﾉﾘ ロケッツ
1788 飯塚　和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ チバポンズ
1789 玉城　光英 ﾀﾏｷ ﾐﾂﾋﾃﾞ
1790 Cominski　Clifford　Shawn Cominski Clifford Shawn
1791 八野　翔 ﾔﾉ ｶｹﾙ
1792 坂井　誠一 ｻｶｲ ｾｲｲﾁ
1793 大木　庄太 ｵｵｷ ｼｮｳﾀ TEAM KIDS
1794 平田　佳成 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾅﾘ
1795 荒井　進 ｱﾗｲ ｽｽﾑ Team Niseko
1796 ben　kerr ﾍﾞﾝ ｶｰ Team Niseko
1797 清水　乾 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ ARRYS　NISEKO
1798 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ
1799 Gwilliam　Benjamin Gwilliam Benjamin 内房レーシングクラブ
1800 大谷　俊介 ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ サイクルショップピーナッツ
1801 Stenard　Richard　Robert Stenard Richard Robert
1802 増田　朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ パラティアムTOKYO Fusion Systems
1803 寺村　英雄 ﾃﾗﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ ピータンレーシング
1804 大原　剛毅 ｵｵﾊﾗ ｺｵｷ
1805 松堂　豊 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾕﾀｶ
1806 比嘉　智彦 ﾋｶﾞ ﾄﾓﾋｺ
1807 安井　祐輝 ﾔｽｲ ﾕｳｷ またんごC.T
1808 飯野　弘人 ｲｲﾉ ﾋﾛﾋﾄ またんごC.T
1809 久恒　智光 ﾋｻﾂﾈ ﾄﾓﾐﾂ
1810 伊藤　開治 ｲﾄｳ ｶｲｼﾞ
1811 竹内　新也 ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾔ
1812 比嘉　靖 ﾋｶﾞ ﾔｽｼ New Sun Racing
1813 御厨　寿正 ﾐｸﾘﾔ ﾄｼﾏｻ


