
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

2601 岡野　哲也 ｵｶﾉ ﾃﾂﾔ SPADE ACE
2602 重田　一義 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞﾖｼ ARCCレーシングチーム
2603 小田　春彦 ｵﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 日本ろう自転車競技協会
2604 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ
2605 松本　英将 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ バルバクラブタカオカ
2606 佐々木　能樹 ｻｻｷ ﾖｼﾀﾂ OKT squalo
2607 水町　勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ PARABOLAイワイシーガル/VCFM
2608 宮城　達 ﾐﾔｷﾞ ﾄｵﾙ APEX Racing C.C.
2609 石亀　雄一郎 ｲｼｶﾞﾒ ﾕｳｲﾁﾛｳ
2610 内山　尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ バルバクラブカナザワ
2611 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ セカンドウインド鹿児島
2612 安座間　貴 ｱｻﾞﾏ ﾀｶｼ TEAM KIDS
2613 中村　泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ チームコバリン
2614 真鍋　徳仁 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｸﾋﾄ どすこいレーシング
2615 仲程　司 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾂｶｻ TEAM ハイサイ with GRIT
2616 明樂　直文 ｱｷﾗ ﾅｵﾌﾞﾐ 静岡片山ストーム会自転車部
2617 山下　一徳 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾉﾘ
2618 上地　一史 ｳｴﾁ ｶｽﾞﾌﾐ OPP
2619 三木　健史 ﾐｷ ﾀｹｼ the CRoWN
2620 平良　豊 ﾀｲﾗ ﾕﾀｶ
2621 高橋　義政 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾏｻ 湾岸サイクリングユナイテッド
2622 Jones　Morgan　Kelly Jones Morgan Kelly USMES
2623 伊藤　康浩 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ TEAM KIDS
2624 西本　尚弘 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ La Tartaruga 
2625 杉本　勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ オルクドールT.N.
2626 松堂　徳彦 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾉﾘﾋｺ
2627 長江　浩穂 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾎ オルクドールT.N.
2628 北西　弘佳 ｷﾀﾆｼ ﾋﾛﾖｼ チーム和歌山
2629 紫藤　仁 ｼﾄｳ ﾋﾄｼ ARCCレーシングチーム
2630 山本　宏和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ
2631 永野　典詞 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｼﾞ
2632 井上　洋文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ チームキッズ
2633 田島　吾郎 ﾀｼﾞﾏ ｺﾞﾛｳ SSS Bike Lab
2634 川満　博一 ｶﾜﾐﾂ ﾋﾛｶｽﾞ
2635 浅井　勝也 ｱｻｲ ｶﾂﾔ Team-DADDY
2636 渡久山　剛 ﾄｸﾔﾏ ﾀｹｼ TEAM KOZA
2637 岡本　秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ TEAM GIRO
2638 松田　典久 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ
2639 鹿野　範雄 ｼｶﾉ ﾉﾘｵ
2640 仲真　良一 ﾅｶﾏ ﾖｼｶｽﾞ サイクル館
2641 三宅　尚幸 ﾐﾔｹ ﾅｵﾕｷ
2642 堀　宏明 ﾎﾘ ﾋﾛｱｷ バルバクラブエチゼン
2643 芳野　信隆 ﾖｼﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ TNP九州
2644 青山　悟 ｱｵﾔﾏ ｻﾄﾙ
2645 藤戸　直喜 ﾌｼﾞﾄ ﾅｵｷ
2646 大月　和宣 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞﾉﾘ ちりん会
2647 齋藤　英雄 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 7Gears
2648 今井　豊 ｲﾏｲ ﾕﾀｶ
2649 早川　由紀夫 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷｵ ジョイカル
2650 伊藤　隆幸 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ Team Fちゃり
2651 山田　聖彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ なるしまフレンド
2652 為岡　勉 ﾀﾒｵｶ ﾂﾄﾑ 北神サイクリングクラブ
2653 村山　知生 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｵ
2654 寺本　史生 ﾃﾗﾓﾄ ﾌﾐｵ バルバクラブフクイ



2655 渡辺　敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ Team ARI
2656 小林　将幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ Greeeeen-SCT
2657 龍頭　正浩 ﾘｭｳﾄｳ ﾏｻﾋﾛ チームサイクルプラス福岡
2658 新城　清貴 ｱﾗｼﾛ ｷﾖﾀｶ
2659 上嶋　康裕 ｶﾐｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ
2660 田窪　健 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝ
2661 島尻　育慶 ｼﾏｼﾞﾘ ﾔｽﾉﾘ
2662 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ ペイスターズ
2663 上川　勝司 ｼﾞｮｳｶﾞﾜ ｶﾂｼ TEAMみーかー
2664 中村　毅 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ petbox
2665 中田　祐二 ﾅｶﾀ ﾕｳｼﾞ
2666 上原　康孝 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾀｶ
2667 榛葉　秀明 ｼﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ
2668 中村　直純 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｽﾞﾐ
2669 田村秀生 ﾀﾑﾗﾋﾃﾞｷ
2670 井野口　洋一 ｲﾉｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ ろーたす/Team Kids Okinawa 
2671 鹿野　富貴 ｼｶﾉ ﾋｻﾀｶ アトリエフルーブ
2672 本田　実 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾉﾙ
2673 松澤　隆 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ
2674 力山　昇生 ﾘｷﾔﾏ ﾉﾘｵ
2675 下尾　務 ｼﾓｵ ﾂﾄﾑ グランデパール播磨
2676 藤岡　哲也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ カデナロケッツ
2677 藤田　浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ TEAM LUPPI
2678 三浦　正也 ﾐｳﾗ ﾏｻﾔ KAZAMIDORI（KOBE)
2679 河野　竜也 ｺｳﾉ ﾀﾂﾔ
2680 花城　功 ﾊﾅｼﾛ ｲｻｵ ちんすこう
2681 登川　隆信 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ
2682 桑原　正樹 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻｷ ALDINA
2683 田中　寿知 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ Mistral Racing Team
2684 仲村渠　正弘 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾏｻﾋﾛ ミルキーウェイ
2685 萩原　智樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ グランデパール播磨
2686 糸洲　朝多 ｲﾄｽ ﾁｮｳﾀ
2687 園田　哲二 ｿﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ チームセカンドウインド鹿児島
2688 名嘉　寿時 ﾅｶ ﾄｼﾄｷ
2689 大城　郁也 ｵｵｼﾛ ｲｸﾔ HIRAYAMA R.E.N
2690 堀江　昭人 ﾎﾘｴ ｱｷﾋﾄ チーム　ソニックブーム
2691 白石　智洋 ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾋﾛ バルバワークストヤマ
2692 池畑　陽一郎 ｲｹﾊﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 内房レーシング
2693 金城　浩次 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ ゴーナナディ
2694 仲宗根　剛 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ カデナロケッツ
2695 中島　浩二 ﾅｶｼﾏ ｺｳｼﾞ
2696 真栄田　勝彦 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋｺ モンキッキーズ
2697 村井　良雅 ﾑﾗｲ ﾖｼﾏｻ
2698 藤田　史郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ パラティアムTOKYO Fusion Systems
2699 小林　伸明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ
2700 増村　隆史 ﾏｽﾑﾗ ﾀｶｼ
2701 武井　雅樹 ﾀｹｲ ﾏｻｷ
2702 呉屋　隆 ｺﾞﾔ ﾀｶｼ KIDS
2703 藤元　秀樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ
2704 水戸　誠治 ﾐﾄ ｾｲｼﾞ JellyBeansRACING
2705 国本　勝彦 ｸﾆﾓﾄ ｶﾂﾋｺ Team GSJ
2706 草間　繁 ｸｻﾏ ｼｹﾞﾙ OKT Squalo
2707 宮崎　直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ チームWADA
2708 白　潤海 ﾍﾟｸ ﾕﾝﾍ Hi-RIDGE
2709 石田　孝 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ
2710 東澤　浩 ﾋｶﾞｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ チーム　ハシカワ



2711 計良　秀明 ｹﾗ ﾋﾃﾞｱｷ SINNECO 
2712 比嘉　裕 ﾋｶﾞ ﾕﾀｶ チームてち
2713 大城　哲 ｵｵｼﾛ ﾃﾂ チームてち
2714 豊島　伸介 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 丸子橋ろーどくらぶ
2715 千葉　康成 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾅﾘ
2716 木下　博文 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ
2717 前川　恒久 ﾏｴｶﾜ ﾂﾈﾋｻ
2718 堀江　良彰 ﾎﾘｴ ﾖｼｱｷ バルバクラブフクイ
2719 寺崎　嘉彦 ﾃﾗｻｷ ﾖｼﾋｺ バルバサイクルレーシングチーム
2720 野中　武司 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ HUBCYCLE 沖縄
2721 小迫　健 ｺｻｺ ｹﾝ
2722 武田　英明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ AKB758
2723 猪又　隆行 ｲﾉﾏﾀ ﾀｶﾕｷ 無し
2724 宮之前　健二 ﾐﾔﾉﾏｴ ｹﾝｼﾞ
2725 松田　光司 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ CRIMSON
2726 寺園　美智人 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾐﾁﾄ チームセカンドウインド鹿児島
2727 石川　尚人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ
2728 江川　哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ VC福岡
2729 米田　洋一 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｳｲﾁ
2730 小川　純也 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ Pedalist
2731 深江　真也 ﾌｶｴ ｼﾝﾔ
2732 井下　克彦 ｲﾉｼﾀ ｶﾂﾋｺ MIVRO
2733 太田　誠二 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ BBC
2734 高橋　孝 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ なし
2735 志良堂　博一 ｼﾗﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ
2736 中野　浩士 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ SCSC
2737 中目　志行 ﾅｶﾉﾒ ｼｺｳ バルバクラブトヤマ
2738 宮城　貴紀 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾉﾘ
2739 宇佐見　純一 ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ CLUB LOTUS
2740 永友　政彦 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋｺ CCPP
2741 齋藤　義隆 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ CLUB LOTUS
2742 能勢　弘章 ﾉｾ ﾋﾛｱｷ サクラマチサイクル
2743 神山　良人 ｶﾐﾔﾏ ﾖﾝﾄ
2744 金城　正宏 ｶﾈｼﾛ ﾏｻﾋﾛ
2745 海老原　豊 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ サナースバイシクルクラブ
2746 DEJESUS　LUIS ﾃﾞﾍｽｰｽ ﾙｲｽ
2747 菅野　秀樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ
2748 豊田　拓也 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾔ
2749 佐田　義博 ｻﾀ ﾖｼﾋﾛ
2750 高良　健作 ﾀｶﾗ ｹﾝｻｸ
2751 大嶺　裕 ｵｵﾐﾈ ﾕﾀｶ WINGS RACING
2752 粒崎　健 ﾂﾌﾞｻｷ ﾀｹｼ 沖縄水中処分隊
2753 銘苅　敏秀 ﾒｶﾙ ﾄｼﾋﾃﾞ
2754 鈴村　隆 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｶｼ バルバクラブトヤマ
2755 伊藤　譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ
2756 伊藤　尚雄 ｲﾄｳ ﾋｻｵ
2757 BRIAN　CLEMENS BRIAN CLEMENS TEAM IKEHARA


