
集団走行練習会
集合場所 表彰台エリア
集合時間 6:55
実施時間 ６：５５～７：３０

氏名 チーム名
中村 昇平
海瀬 隆太郎
高橋 英克
小高 圭太 るるいえダゴンズ
松崎 琢仁
森 大
摺木 克信
原田 諭 ヘトヘトサイクリング部
今井 裕愛
笹本 憲一
松本 忠彦
増田 泰彦
大谷 大介
大野 茂樹
谷口 裕平
元浦 あすか ちゃりん娘
後藤 恵美 SBC横浜戸塚
坂 ロ 海佳
松本 恵美子
田 福順
会田　知彦



バンビーノ 周回数：半周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
７：４５～８：１５
８：２５～

ゼッケン 氏名 チーム名
青16 岡山 風花 構造計画研究所
青18 坂 ロ 蓮佳 一之宮相和幼稚園
青19 杉田 遥馬
青20 長谷川 将万
青21 皆木 海音

小学生1、2年生 周回数：２周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
７：４５～８：１５
８：２５～

ゼッケン 氏名 チーム名
緑1 青山 哲宗
緑2 柏原 悠乃
緑4 尾上 美桜 オノウエファミリー
緑5 笠井 麻矢
緑6 紺野 祐玄
緑7 斉藤 優斗 Team  saitou

キッズ試走

受付
キッズ試走
出走サイン・検車
スタート

受付

出走サイン・検車
スタート



小学生3、4年生
６：４５～８：００
８：００～８：１５
７：４５～８：１５
８：３５～

ゼッケン 氏名 チーム名
青1 飯岡 秀大 ゴスリニア60
青2 伊藤 桃奈 ミニReady Go JAPAN
青3 井部 隆
青4 尾上 釉夏 オノウエファミリー
青5 石井 翔大  Team Rough River  
青6 神田 レイ 山野小学校
青7 酒井 脩平 湘南ベルマーレサイクル
青8 高井 英咲
青9 中尾 咲太郎
青10 中尾 陽向
青11 鍋倉 正暁 チームマメタロウ
青12 原田 拓朋 ミニ Ready Go Japan
青13 室伏 碧透 cycle DNA
青14 望月 蓮
青15 若林 蔵月 ミニReady Go Japan
青30 岡山 麟太朗 構造計画研究所

小学生5、6年生 周回数：５周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
７：４５～８：１５
８：３５～

ゼッケン 氏名 チーム名
黄1 会田 天斗
黄2 枝野 爽汰 Rise Ride
黄3 落合 康生 ナカザワジム
黄4 川田 翔太 Flecha（フレーチャ）
黄5 杉田 漣真
黄6 徳永 志行
黄7 長島 慧明 FM730
黄8 鍋倉 正岳 チームマメタロウ
黄9 原田 莉圭 Triathlon team NYAN
黄10 藤本 怜 Cycle DNA
黄11 山崎 一吹 トライアスロン宇都宮村上塾
黄12 若林 葵雪 ミニReady Go Japan
黄13 加藤 龍之介

受付
キッズ試走
出走サイン・検車
スタート

受付
キッズ試走
出走サイン・検車
スタート



ピュアビギナー1組目 周回数：１０周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
８：２２～８：４７
８：５２～

ゼッケン 氏名 チーム名
592 青木 大 チーム・ウォークライド
593 深澤 陽一 96neconicle（クロネコニクル）
594 半杭 政弘 cycko’s
595 白取 春映 Diabolik Hill's
596 横山 直毅 EAT 2
597 伊藤 界円 Gemini
598 北島 優人 Maglia KRY Racing from CENTURION

599 錦谷 智行 S2S
600 錦谷 直頼 S2S
601 鶴田 崚 SBC湘南藤沢
602 奥村 隆雄 SBC湘南藤沢
604 尾関 亮 チームF-DOC
605 舘 真人 チームTRHRT
606 小河原 貴弘 チームうみの
607 坂本 圭 チーム横車
608 山田 翔 ノグチRC
609 鍋田 洋平 バイシクルわたなべ
610 原田 諭 ヘトヘトサイクリング部
611 柏原 達之介 ラバネロ
612 中西 和人 レモン牛乳
613 池田 稔
614 石井 良
615 伊藤 勇輝
616 今井 裕愛
617 入川 巧隆
618 岩城 勤也
620 大木 靖博
622 大谷 大介
623 大野 茂樹
624 川合 学
625 木下 大功
626 剣持 大希
627 小口 崇紘
628 小崎 凌
629 小林 宏和
630 米山 義光

ライダーズミーティング
受付

出走サイン・検車
スタート



ピュアビギナー2組目 周回数：１０周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
８：４４～９：０９
９：１４～

ゼッケン 氏名 チーム名
631 高村 拓也 Sel Nervure@しおかるび
632 向原 千文 Team HMN
633 石井 健一 Team Rough River
634 岡崎 辰斗 team saitama south
635 清水 達美 TEAM SAITEN
636 青木 友佑 VIVA☆ZAPPEI
637 清水 謙吾 VIVA☆ZAPPEI
638 山崎 裕樹 VIVA☆ZAPPEI
639 伊藤 侑也 構造計画研究所
640 岡山 信男 構造計画研究所
641 中條 颯斗 高崎工業高校
642 佐々木 孝 多摩ポタ
643 宮城 玲央奈 多摩ポタ    
644 益田 明 立川CS
645 小柳 俊夫
646 笹本 憲一
647 佐藤 竜也
648 重田 昌喜
649 澁谷 剛
650 鈴木 哲朗
651 谷口 裕平
652 田村 謙吾
653 筒井 繁
654 戸嶋 次介
655 羽賀 弘太朗
656 濱口 慶正
657 浜津 武広
658 日比 力也
659 日比 龍二
660 真栄城 玄太
661 前田 弘文
662 増田 泰彦
663 松本 忠彦
664 松本 宙也
665 吉村 甲斐

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



女子ビギナー 周回数：７周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
９：０７～９：３２
９：３７～

ゼッケン 氏名 チーム名
551 白取 衣里 Diabolik Hill's
552 山崎 純子 GROVE港北
553 白石 淳子 lotus
555 土屋 文果 PUNTO ROSSO 東京
556 後藤 恵美 SBC横浜戸塚
557 上野 英子 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ
558 田中 裕香 VIVA☆ZAPPEI
559 小林 智子 エンドウ商会
561 尾上 絢子 オノウエファミリー
562 元浦 あすか ちゃりん娘
563 原田 歩佳 ミニ Ready Go Japan
564 米谷 麻美 ランクル
565 岡山 佐和子 構造計画研究所
566 鈴木 夏子 湘南ベルマーレサイクルクラブ
567 雨谷 知世
568 上原 千秋
569 江口 由佳
570 大熊 真穂
571 坂 ロ 海佳
572 捧 瑛美子
573 重光 祥子
574 竹井 智恵
575 田 福順
576 野口 晶子
577 福島 礼子
578 松本 恵美子
579 鴨志田 恵里
580 山内 久美子 チームVengaちゃん

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



女子スポーツ 周回数：１５周
６：４５～８：００
８：００～８：１５
９：２７～９：５２
９：５７～

ゼッケン 氏名 チーム名
511 池崎 杏奈 atelier FLEUVE
512 須藤 むつみ Ready Go JAPAN
513 小村 紗智 SKRK Tinkerbell シャカリキ ティンカーベル

514 加藤 志保 チーム・コバリン
516 太郎田 水桜 ちゃりん娘
517 鳥山 訓世 リンクス
518 原田 有彩 横浜市立万騎が原中学校
519 赤松 綾
520 近藤 郁子
521 新川 明子

ライダーズミーティング
受付

出走サイン・検車
スタート



ビギナー1組目 周回数：１０周
８：３０～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１０：１０～１０：３５
１０：４０～

ゼッケン 氏名 チーム名
351 村井 新 チーム・ウォークライド
352 魚谷 修二 チーム・ウォークライド
353 岡島 正一 チームＤＯＣ
354 香取 直史 チームDOC
355 桑原 隆浩 チームDOC
356 府川 賀一 チームグローブテクニック
357 新木 勇汰 チームセリシベール
358 塙 将大 なるしまフレンド
359 谷津 東馬 なるしまフレンド
360 小笠原 尚久 ネクストスケープ自転車部
361 小杉 智 ネクストスケープ自転車部
362 佐々木 邦暢 ネクストスケープ自転車部
363 平野 和順 ネクストスケープ自転車部
364 中井 亮介 へとへとサイクリング部
365 松井 大輝 ますビアンコタ
366 五味 順 みさかレーシング
367 鈴木 龍 ミソノイクラブトーマス
368 秋山 充二郎
369 池田 圭輔
370 石井 信明
371 井上 勉
372 海野 浩
373 海瀬 隆太郎
374 上浦 大輝
375 川崎 海斗
376 岸宗 志明
377 黒柳 教継
378 小池 裕樹
379 和田 万博
380 本多 陵一

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



ビギナー2組目 周回数：１０周
８：３０～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１０：３３～１０：５８
１１：０３～

ゼッケン 氏名 チーム名
391 浅田 裕哉 2touhei
392 松尾 一樹 AKIRA RACING
393 本山 太一 AKIRA RACING
394 廣瀬 靖 ＡＬＤＰ
395 青木 義忠 ALDPサイクルチーム
396 三竹 康之 ALPDサイクリングチームA
397 工藤 遊大 Club viento
398 櫻庭 悠真 GROVE鎌倉
399 川元 浩貴 GROVE港北
400 野口 文彦 Grove港北
401 山崎 晃 GROVE港北
402 吉田 和永 Grove港北
403 菅野 勝幸 MEDALIST.bd
404 鈴木 岳人 MEDALIST.bd
405 萩原 大介 MIVRO
406 郷司 飛馬
407 小口 崇紘
408 坂倉 一成
409 下道 隆二
410 下川 翔平
411 進藤 良知
412 杉本 達哉
413 鈴木 和志
414 摺木 克信
415 高木 駿
416 高橋 英克
417 田辺 光喜
418 新田 輝
419 井野元 英二

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



ビギナー3組目 周回数：１０周
８：３０～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１０：５６～１１：２１
１１：２６～

ゼッケン 氏名 チーム名
431 天野 恒行 Nitto CC & 桜台RT
432 岡田 浩和 NUCC OB
433 長島 よしき POTA-ACE 
434 岡村 賢人 Rabbit Street
435 枝野 寛 Rise Ride
436 天野 龍司 RYUS
437 八ケ代 潤一 SBC湘南藤沢
438 伊藤 達也 Team Grupetto
439 青木 尊 TEAM HAYASHI
440 近藤 直樹 TEAM MILANO
441 日暮 将和 Team風輪
442 二若 忠廣 The Wondering Wheeler
443 藤枝 大樹 TPC
444 井上 裕太郎 Trattoria Bicicletta
445 青木 友佑 VIVA☆ZAPPEI
446 小山 知秀 VIVA☆ZAPPEI
447 半杭 政弘 VIVA☆ZAPPEI
448 土屋 凜太郎
449 堤 龍也
450 徳永 貢
451 土肥 勝
452 中嶋 敦史
453 中島 佑介
454 成沢 雄太
455 塙 泰陽
456 古内 大輔
457 古林 恵太
458 新見 哲也 ERTA
459 金内 伸如 チームVengaちゃん
460 会田 拓磨 湘南ベルマーレサイクル

ライダーズミーティング
受付

出走サイン・検車
スタート



ビギナー4組目 周回数：１０周
８：３０～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１１：１８～１１：４３
１１：４８～

ゼッケン 氏名 チーム名
471 廣政 哲治 VIVA☆ZAPPEI
472 山崎 裕樹 VIVA☆ZAPPEI
473 早野 祐司 WAKO'S Cycling Club
474 佐々木 勇太 いんなーろー
475 宇佐美 颯基 ウサミン
476 奥田 颯太 ウサミン
477 大脇 康政 エンドウ商会
478 市石 浩章 エンドウ商会＆WAKO'S C.C
479 片山 亮 ジュニア
480 飛内 イブラヒムアーメッドジュニア ジュニア
481 大澤 雅樹 たかだフレンド
482 小高 圭太 るるいえダゴンズ
484 堀江 亮 横浜自転車倶楽部
485 石渡 大輔 湘南浪漫
486 神崎 大輝 神奈川工科大学
487 渋谷 慎之 正太郎レーシング
488 廣瀬 資郎 多摩ポタ
489 守 勇徒 内房レーシングクラブ
490 石原 龍暉 夕立レーシング
491 細井 勇士
492 前田 哲
493 増田 裕文
494 松崎 琢仁
495 三田 千里
496 三輪 侑平
497 森 大
498 諸星 宏行
499 中田 智之 TTR
500 村田 諒 TTR
501 中山 義勝 TTR

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



シニア
８：３０～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１１：４０～１２：０５
１２：１０～

ゼッケン 氏名 チーム名
301 秋元 哲雄 湘南愛輪会
302 池内 清晃
303 池原 洋
304 井上 彰 TEAM FANCL
305 鎌田 淳一 ＧＲＯＶＥ港北
306 斉藤 健児 バレルハウス
307 坂口 博之 Phantom湘南
308 清水 篤二 SBC湘南藤沢
309 高田 昭 HILL TOP FIETS
310 高都 勝己
311 立川 満 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

312 遠山 良夫 フラシーボ
313 中野 孔生 Team Crocerista
314 松実 利幸 ＢＥＸ ＩＳＯＹＡ
315 安井 祐輝 またんごC.T
316 木口 勝海 Team ARI
317 荒木 新一 チーム・ウォークライド
318 溪 裕司 team ARI
319 宮川 誠
320 荏原 浩明

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



スポーツ1組目 周回数：１２周
１０：３０～１２：０５
１２：０５～１２：２０
１２：３０～１２：５５
１３：００～

ゼッケン 氏名 チーム名
201 石黒 大弥 AutoBahn Gotenba
202 相原 晴一朗 BEX ISOYA
203 芳崎 友哉 CSK Racing club
204 石田 和也 CYCLE WITCHES 
205 矢田 真司 EMH
206 石川 昌憲 FM730
207 大岩 充 FM730
208 長島 好教 FM730
209 荒井 大輔 GROVE鎌倉
210 加藤 翔悟 GROVE宮前平
211 藤巻 仁 GROVE宮前平 風魔横浜
212 山崎 翼 GROVE宮前平／尾根パンレーシング

213 伊藤 健 Grove港北
214 児玉 淳治 Le Poisson Rouge
215 田辺 弥央 nm7 Racing
216 室伏 規雄 RSCC
217 長島 悠貴 SBC 湘南平塚
218 久下谷 任祥 SBC湘南藤沢
219 菅野 正勝 Sel Nervure@しおかるび
220 袴田 敏紹 Sel Nervure@しおかるび
221 及川 覚 Team bee
222 木村 公洋 TRHレーシング
223 市川 裕樹 TUCC OB
224 久野田 匠 VIVA☆ZAPPAI
225 上野 真 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ
226 土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI
227 関 大地
228 外舘 歩夢
229 永野 雅之
230 中村 昇平
231 萩原 由正
232 森榮 晃彦
233 山口 広生
234 井澤 龍信
235 戸部 秀介
236 宗内 健悟 湘南ベルマーレサイクル
237 腰原 伊織 Piacere Yama
238 間野 隆

ライダーズミーティング
受付

出走サイン・検車
スタート



スポーツ2組目 周回数：１２周
１０：３０～１２：０５
１２：０５～１２：２０
１２：５４～１３：１９
１３：２４～

ゼッケン 氏名 チーム名
251 飯田 涼太 100miles
252 内藤 敦志 VIVA☆ZAPPEI
253 目黒 勝靖 VIVA☆ZAPPEI
254 香山 飛龍 VIVA☆ZAPPEI 
255 根本 正和 オンザロード 
256 皆川 大希 セマスレーシング
257 新井 正 セルを結合して中央揃え
258 吉川 聡 チーム・ウォークライド
259 木下 崇範 チーム・ウォークライド
260 岩下 哲也 チーム・コバリン
261 加藤 友昭 チーム・コバリン
262 田村 秀樹 チーム田村医院
263 板倉 武 ノロッサR.C.
264 鎌田 真輝 パインヒルズ90
265 山本 康雄 パラティアムTOKYO
266 森 大地 ﾌﾌｯﾋw
267 木下 智裕 ミソノイレーシングチーム
268 市野 正直 ランクル
269 中村 貴夫 ランクル
270 倉田 龍汰 興誠
272 望月 佑輔 駿河モンテロッソ
273 渡邉 洋輔 駿河モンテロッソ
274 小林 雄介 湘南ベルマーレサイクル
275 永富 一騎 南平高校
276 伊藤 洋平 武蔵大学サイクリング部
277 田宮 弘之 緑区夜錬
278 朝倉 寛史
279 大越 拓郎
280 小座間 芳徳
281 北嶋 拓水
282 記虎 正幸
283 佐々木 能樹
285 重光 玲於奈
286 島津 厚
287 鈴木 将巳
288 前原 光一

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



ミディアム 周回数：１４周
１０：３０～１２：０５
１２：０５～１２：２０
１３：１８～１３：４３
１３：４８～

ゼッケン 氏名 チーム名
101 荒川 進之佑 Comet Star Racing
102 土井 千代之介 GROVE鎌倉
103 福嶋 航希 HAMMER!!BROS
104 大谷 航也 HAMMER!!BROS
105 宗 泰助 Iron Samurai
106 新居 啓志 Lotus
107 今宮 壮 MARIOLO/Pedalist
108 小倉 貴彦 MIVRO
109 青木 陸 RacingCUBE
110 高島 稔 SBC湘南藤沢
111 高橋 幸佑 SBC湘南藤沢
112 槐 三稜 teamGOCHI
113 阿部 倫也 アングルドロア
114 小形 健作 エンドウ商会
115 数馬 清宏 エンドウ商会
116 小林 洋平 エンドウ商会
117 久保田 明久 くぼもの
118 井上 智宏 チーム・ウォークライド
119 瀬合 祥貴 パラティアムTOKYO
120 梅津 祐希 パンクリベンジ。スプリント勝負！
121 大野 直樹 ワコーズサイクリング倶楽部
122 野崎 敬史 横浜自転車倶楽部
123 岩波 猛 横浜緑区夜錬
124 浜中 誠 駿河モンテロッソ
125 奈良 智晃 湘南浪漫
126 井上 朋直
127 海野 瑛
128 忍田 大綺
129 金井 悠二
130 櫻井 俊太朗
131 髙橋 宙暉
132 山下 太一
133 近藤 弘樹 Go!temba CT
134 福水 淳一
135 大田 該 BRIDGESTONE

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



エキスパート 周回数：１７周
１０：３０～１２：０５
１２：０５～１２：２０
１４：０８～１４：３３
１４：３８～

ゼッケン 氏名 チーム名
51 松田 健太 100miles
52 土井 裕幸 ASTAMA
53 雨宮 渡 Forzi:k・山梨学院大学
54 宮本 訓寛 GROVE港北
55 内田 拓真 KMCYCLE IBEX
56 浜口 太志 NCC
57 武井 裕 prego
58 松島 拓人 PROJECT-Y/GROVE宮前平
59 露木 博一 RSCC ヒジカタサイクル
60 石田 浩己 SBC湘南藤沢
61 井関 啓太 SBC湘南藤沢
62 福田 克成 Team Cerisibelle
63 山本 勝太 VIVA☆ZAPPEI
64 飯田 修平 Y's Road
65 宍戸 宗太 いんなーろー
66 車 世亜 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

67 二階堂 尚志 チーム・ウォークライド
68 山口 芳輝 チーム・ウォークライド
69 岩佐 英敏 チーム・ウォークライド
70 河野 仁 チャクボタレーシング
71 飯塚 航 パラティアムTOKYO
72 石神 宇 パラティアムTOKYO
73 今西 大地 パラティアムTOKYO
74 梅津 亮 メイドさん学科自転車部
75 川島 健人 湘南ベルマーレ
76 駒沢 正己 湘南浪漫
77 浅海 健太 東海大学
78 一石 悠 二宮高校自転車競技部
79 伊勢亀 弘史
80 佐藤 駿
81 松村 尚毅
82 森田 雅士
83 山下 純之介
84 吉野 匠
85 渡邉 大輔
86 渡辺 洋平
87 長島 遼
88 武藤 圭吾 パラティアムTOKYO
89 飯岡 英之 ゴスリニア60
90 藤田 史郎 パラティアムTOKYO
91 小野 剣人 駿河モンテロッソ

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート



エリート 周回数：３０周
１０：３０～１２：０５
１２：０５～１２：２０
１４：３８～１５：０３
１５：０８～

ゼッケン 氏名 チーム名
1 鈴木 太地 BEX ISOYA 晴海
2 金子 和浩 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ
3 杉本 浩 Forzi:k山梨
4 渡邉 勇大 GROVE港北
5 佐藤 智也 RIDEDOWNS 
7 KOSKINEN TUOMAS TCC
8 品川 真寛 TEAM YOUCAN
9 田中 兼太郎 VIVA☆ZAPPEI

10 小嶋 渓円 たかだフレンドレーシング
11 野村 俊行 チーム・ウォークライド
12 伊藤 広 チーム・ウォークライド
13 石川 俊太郎 チーム・ウォークライド
14 村上 淳 なるしまフレンド
15 野宮 一朗 ブラウブリッツェン
16 伊藤 和憲 首都大学東京体育会自転車部
17 伊丸岡 正幸 駿河モンテロッソ
18 関 隆芳 湘南浪漫★NIMBLEWEAR
19 阿部 直英 竹芝サイクルレーシング
20 藤澤 直人 竹芝サイクルレーシング
21 小島 啓史
22 小村 太朗
23 山岸 大地
24 富樫 紀隆 チーム・ウォークライド

受付
ライダーズミーティング
出走サイン・検車
スタート


