
70㎏級男子クラス 36名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

7001 青木 大 アオキ ヒロシ チーム・ウォークライド
7002 秋山 二朗 アキヤマ ジロウ
7003 浅木 隆夫 アサキ タカオ イノベーター
7004 伊藤 敬紘 イトウ タカヒロ
7005 大森 政憲 オオモリ マサノリ デぶさぎッチョリーナ
7006 岡坂 和孝 オカサカ カズタカ ａＺｕｕＧａ
7007 岡本 拓真 オカモト タクマ
7008 勝間 雄介 カツマ ユウスケ
7009 勝又 武志 カツマタ タケシ 湘南レーシングチーム
7010 川崎 弘樹 カワサキ ヒロキ フレンド商会
7011 木村 忠夫 キムラ タダオ ＲＣＴ自転車競技部
7012 後藤 與四也 ゴトウ ヨシヤ かがやき
7013 斎藤 義幸 サイトウ ヨシユキ
7014 坂田 洋一 サカタ ヨウイチ
7015 佐藤 史明 サトウ フミアキ ＲｅＶｅｌｏ
7016 佐藤 史典 サトウ フミノリ チームポリグチ
7017 清水 大空 シミズ オオゾラ 日産横浜自動車大学校
7018 白井 ヒロシ シライ ヒロシ ＳＵＭＩＴ
7019 白川 弘樹 シラカワ ヒロキ アン・スペースデザイン
7020 添田 徳将 ソエダ ヤスマサ 芝刈貴族倶楽部
7021 園田 圭 ソノダ ケイ 戸田建設
7022 高橋 誠一 タカハシ セイイチ
7023 高橋 正直 タカハシ マサナオ チーム光
7024 徳永 勝 トクナガ マサル 鋼人舎
7025 長廣 真 ナガヒロ シン ａＺｕｕＧａ
7026 中村 公信 ナカムラ キミノブ
7027 奈良 智晃 ナラ トモアキ 湘南浪漫
7028 東 智博 ヒガシ トモヒロ ＭＫ３
7029 深沢 晃司 フカザワ コウジ
7030 松澤 奏夢 マツザワ カナム Ｐｉｓｔａｃｃｈｉｏ
7031 松本 照吾 マツモト ショウゴ
7032 松本 隆 マツモト タカシ
7033 村松 瑛 ムラマツ エイ 神戸大体育会サイクリング部ＯＢ
7034 森元 雅和 モリモト マサカズ
7035 矢澤 隆 ヤザワ タカシ
7036 若松 洋宇 ワカマツ ヒロタカ



80㎏超級男子クラス 34名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

8001 相原 正明 アイハラ マサアキ 防衛大学校
8002 浅井 主 アサイ チカラ ＴＥＡＭＭＩＯ
8003 阿部 智 アベ サトシ
8004 市村 幸二郎 イチムラ コウジロウ
8005 伊藤 達也 イトウ タツヤ
8006 おーぼーん きろん オーボーン キロン
8007 小田 敏之 オダ トシユキ フレンド商会
8008 橿本 浩一 カシモト ヒロカズ
8009 加藤 大介 カトウ ダイスケ
8010 金子 哲大 カネコ アキヒロ
8011 川端 貴裕 カワバタ タカヒロ
8012 小林 廉 コバヤシ レン モンテラック
8013 小松 隼 コマツ ジュン ＴＥＡＭＺＥＲＯ
8014 笹本 憲一 ササモト ケンイチ アニメイテッド
8015 塩谷 直紀 シオヤ ナオキ
8016 杉山 泰司 スギヤマ タイジ
8017 鈴木 一 スズキ ハジメ ＣｏｌｌｉｎａＺ
8018 鈴木 充 スズキ ミツル ニーハイエゴイスト
8019 春原 伸一 スノハラ シンイチ
8020 仙田 利宗 センダ トシムネ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ
8021 竹内 栄哉 タケウチ ヒデヤ チームナロー
8022 田中 亮平 タナカ リョウヘイ スズパワー
8023 デヴェルソン ローレンス デヴェルソン デヴェルソン
8024 天満 寛和 テンマ ヒロカズ チームリベロ
8025 中澤 誠 ナカザワ マコト なかざわ歯科クリニック
8026 中島 浩哉 ナカシマ ヒロヤ
8027 夏目 壮一郎 ナツメ ソウイチロウ
8028 原 浩益 ハラ ヒロミツ
8029 兵頭 健治 ヒョウドウ ケンジ ちーむ ぽんちゃん
8030 広谷 卓也 ヒロタニ タクヤ
8031 三浦 聡 ミウラ サトシ ＴＺＥ
8032 山内 譲太 ヤマウチ ジョウタ ＴＥＡＭ光
8033 渡邉 隆太郎 ワタナベ リュウタロウ 東邦大学大橋病院自転車部
8034 仁科 洋人 ニシナ ヒロト ＥＶＥＲＦＩＴ２４



鉄の漢クラス　男子 29名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

301 阿部 洸大 アベ コウタ
302 伊香 誠 イコウ マコト 和田サイクルｒｃ
303 内村 隆史 ウチムラ タカシ ゼロエタ
304 大久保 宙 オオクボ ヒロシ
305 唐澤 郁夫 カラサワ イクオ
306 木下 幸一 キノシタ コウイチ ゆるぽた戦隊チームミオ
307 栗田 圭将 クリタ ケイスケ
308 近藤 亮太 コンドウ リョウタ 山内輪店
309 今野 真一 コンノ シンイチ ケルビムレーシング
310 佐伯 隆広 サエキ タカヒロ ８８２３Ｒａｃｉｎｇ狸の茶釜
311 椎原 秀樹 シイハラ ヒデキ
312 志田 佳成 シダ ヨシナリ アクシートライアスロンチーム
313 篠原 圭 シノハラ ケイ
314 杉本 満則 スギモト ミツノリ
315 鈴木 忠弘 スズキ タダヒロ 静岡森町クロモリ倶楽部
316 関谷 勇希 セキヤ ユウキ ＣＨＥＲＵＢＩＭ－ＲＴ
317 瀧口 治仁 タキグチ ハルヒト 住友電工自転車倶楽部横浜
318 武田 鉄郎 タケダ テツロウ
319 東條 史朋 トウジョウ フミトモ 日大バイコロＯＢ
320 長野 一成 ナガノ イッセイ ＲＥＤ ＳＡＤＤＬＥＹ’Ｓ
321 萩原 英之 ハギワラ ヒデユキ ｅｖｉｎａ
322 古谷 繁之 フルヤ シゲユキ
323 古山 晃大 フルヤマ アキヒロ 姫路ツーリングクラブ
324 松川 正浩 マツカワ マサヒロ ウゴーレーシング
325 真鍋 賢 マナベ ケン フローレンス０３
326 柳生 真輝人 ヤギュウ マキト 慶應サイクリング部
327 山寺 賢 ヤマデラ ケン トサカ塾
328 吉原 圭二 ヨシハラ ケイジ ケルビムＲＴ
329 吉村 武司 ヨシムラ タケシ ＲＲ＆雑兵

鉄の漢クラス　女子 2名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

331 新井 理恵 アライ リエ チームムササビ
332 吉田 浩美 ヨシダ ヒロミ

男子ファットバイククラス 5名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

341 池浦 浩彦 イケウラ ヒロヒコ グランペール巨体部
342 澤田 健 サワダ ケン
343 藤澤 英夫 フジサワ ヒデオ
344 細川 雅司 ホソカワ マサシ
345 室住 竜哉 ムロズミ タツヤ 怪走会

e-Bikeクラス 1名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

361 西村 駿 ニシムラ シュン 慶應義塾大学


