
チャンピオンクラス　男子 46名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

1 会田 森 アイダ シン ＣＯＷ群馬
2 青木 康 アオキ コウ 平日温泉ライダース
3 阿部 祐 アベ ユウ 荒サイ倶楽部
4 池田 隆人 イケダ タカト ＺＷＣ
5 池田 浩 イケダ ヒロシ ＴｅａｍーＧＳＣ
6 石井 有彦 イシイ ナオヒコ
7 大島 浩明 オオシマ ヒロアキ グランペール
8 大場 実 オオバ ミノル 中央大学理工サイクリング同好会
9 大橋 悠貴 オオハシ ユウキ 神奈川大学サイクリング愛好会

10 小倉 崇史 オグラ タカフミ 湘南サイクリングサークル
11 小黒 篤志 オグロ アツシ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ
12 菊地 健一 キクチ ケンイチ チーム ブレイク・ア・レッグ
13 小清水 拓也 コシミズ タクヤ コルサ ペルッキ
14 小林 成輔 コバヤシ セイスケ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ
15 小林 靖幸 コバヤシ ヤスユキ ＩＳＮＥＴＦＵＫＵＩ
16 小原 弓典 コハラ ユミノリ ＭＯＫＵ
17 佐々木 遼 ササキ リョウ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ
18 塩原 圭介 シオバラ ケイスケ
19 柴田 桂太 シバタ ケイタ
20 菅原 雄一 スガワラ ユウイチ
21 鈴木 岳志 スズキ タケシ ＷＡＰＰＡ
22 高嶋 和樹 タカシマ カズキ
23 田澤 瑶平 タザワ ヨウヘイ 青山学院大学
24 中田 大樹 ナカダ ダイキ
25 中村 大輝 ナカムラ ヒロキ
26 中森 晃太郎 ナカモリ コウタロウ ＭＩＶＲＯ
27 西谷 亮 ニシタニ リョウ
28 二宮 猛 ニノミヤ タケシ
29 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ
30 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ ＹＯＵＣＡＮ大磯
31 原田 裕貴 ハラダ ヒロキ ヨコスカウノ
32 平山 英司 ヒラヤマ エイジ
33 蛭田 智啓 ヒルタ トシヒロ 風魔横浜／横パンレーシング
34 福島 秀彰 フクシマ ヒデアキ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ
35 布留川 恒太朗 フルカワ コウタロウ
36 本田 恵敬 ホンダ ヨシタカ
37 松木 雄介 マツキ ユウスケ ディレイラーアタリ前田
38 丸岡 洸哉 マルオカ コウヤ ＡＬＬＥＧＲＡ
39 三浦 海輝哉 ミウラ ミキヤ
40 三上 倫生 ミカミ トモキ ＴｅａｍＺＷＣ
41 南島 康一 ミナミジマ コウイチ 竹芝サイクルレーシング
42 宮下 純一 ミヤシタ ジュンイチ
43 村田 博明 ムラタ ヒロアキ
44 山本 勝太 ヤマモト ショウタ ＳＢＣ
45 湯田 一秀 ユタ カズヒデ
46 米内 蒼馬 ヨナイ ソウマ チームユーキャン



高校生クラス 15名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

51 板倉 由侑 イタクラ ユウ サイクルショップ三井
52 榎本 璃玖 エノモト リク 光明学園
53 菊池 昴 キクチ スバル 松崎高等学校
54 黒瀧 星矢 クロタキ セイヤ
55 鈴木 一磨 スズキ カズマ 尾根幹族
56 鈴木 琢朗 スズキ タクロウ 保土ヶ谷高等学校
57 鈴木 悠斗 スズキ ユウト
58 清田 龍希 セイタ リュウキ
59 関根 蒼真 セキネ ソウマ 山手学院高校
60 高橋 和也 タカハシ カズヤ 千葉県立流山北高等学校
61 古川 優 フルカワ ユウ チーム・ウォークライド
62 ポワルヴェ シル ポワルヴェ シル
63 水村 健大 ミズムラ ケンタ
64 村上 翔馬 ムラカミ ショウマ ＫＡＮＡＧＡＷＡＳｅａｇｕｌｌ
65 横山 樹 ヨコヤマ イツキ

中学生男子 8名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

71 相原 勇斗 アイハラ ユウト 山王中学校
72 大平 柊 オオヒラ シュウ 川崎市立橘中学校
73 北永 航佑 キタナガ コウスケ
74 國近 翔太 クニチカ ショウタ
75 鈴木 康麟 スズキ コウリン ＳＢＣ平塚
76 豊田 一天 トヨダ カズタカ 中井中学校
77 林 伶音 ハヤシ レオン 打瀬中学校
78 松橋 開 マツハシ カイ 群馬県嬬恋中学一年

チャンピオンクラス　女子 4名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

101 小林 慧美 コバヤシ サトミ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ
102 増田 菜穂子 マスダ ナオコ Ｙ＇ｓＲｏａｄ
103 望月 美和子 モチヅキ ミワコ （株）サギサカ＆Ｅｇｇ＇ｓ
104 テイ ヨウフウ テイ ヨウフウ


