
男子19～29歳 69名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

2001 青島 佑典 アオシマ ユウスケ ＳＷＩＦＴ
2002 秋葉 昭智 アキバ アキノリ
2003 浅見 修平 アサミ シュウヘイ
2004 あべ木 関二 アベキ カンジ
2005 鮎川 秀平 アユカワ シュウヘイ 日立会トライアスロン同好会
2006 石川 健太朗 イシカワ ケンタロウ ＢＣ．ｔｉｍｅｒ＇ｓ
2007 伊藤 創司 イトウ ソウシ 湘南サイクリングサークル
2008 糸谷 東 イトタニ アズマ 唐揚げレーシング
2009 井上 渓介 イノウエ ケイスケ
2010 今井 裕人 イマイ ヒロト ＲｅＶｅｌｏ
2011 上田 雄也 ウエダ ユウヤ
2012 遠藤 宙志 エンドウ ヒロユキ
2013 大北 翔斗 オオキタ ショウト
2014 大久保 海斗 オオクボ カイト コマツ自転車部
2015 大澤 章 オオサワ アキラ
2016 大森 春樹 オオモリ ハルキ
2017 岡部 駿平 オカベ シュンペイ
2018 岡部 紘輝 オカベ ヒロキ
2019 尾崎 敬介 オザキ ケイスケ
2020 尾崎 茂範 オザキ シゲノリ ＶＩＶＡ雑兵
2021 乙津 知駿 オツ サトシ ｅｖｉｎａ
2022 笠置 昭宏 カサギ アキヒロ
2023 金札 啓佑 カナフダ ケイスケ ＴＥＡＭ ＳＡＬＵＴＥ川越
2024 川口 燿 カワグチ ヒカル ニコン横須賀
2025 河内 功三 カワナイ コウゾウ
2026 北口 修 キタグチ オサム
2027 工藤 貴一 クドウ キイチ 大林組
2028 工藤 勝 クドウ マサル
2029 栗林 大 クリバヤシ ヒロシ 日立会トライアスロン同好会
2030 光山 豊晴 コウヤマ トヨハル エンドウ商会
2031 小林 明博 コバヤシ アキヒロ 青葉山登山鉄道
2032 小堀 航己 コボリ コウキ なかよしさいくる
2033 こもり けいご コモリ ケイゴ
2034 齊木 拓人 サイキ タクト
2035 佐々木 海 ササキ カイ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ
2036 篠崎 勇杜 シノザキ ハヤト Ｔ－ｓｅｒｖ
2037 四ノ宮 悠司 シノミヤ ユウジ
2038 柴田 翔 シバタ ショウ
2039 清水 寛岳 シミズ ヒロタケ ＣＲＯＷＮ ＣＹＣＬＥ
2040 鈴木 佑都 スズキ ユウト 東京農業大学
2041 須藤 卓 ストウ スグル あらかわＺＯＯＲＡＣＩＮＧ
2042 高久 凜 タカク リン
2043 武田 尚明 タケダ ナオアキ 東邦大学大橋病院自転車部
2044 只川 明 タダカワ アキラ
2045 田中 翔悟 タナカ ショウゴ バイクポート
2046 徳岡 真 トクオカ シン ＲＣＴ自転車競技部
2047 富田 祐輔 トミタ ユウスケ サイクルショップ三井
2048 鳥毛 聡太 トリゲ ソウタ
2049 西澤 悠 ニシザワ ユウ
2050 根来 康介 ネゴロ コウスケ テレコムスタッフ
2051 畠中 健太 ハタナカ ケンタ ｐｒｏｊｅｃｔ－ｙ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
2052 林本 和樹 ハヤシモト カズキ
2053 原 恭平 ハラ キョウヘイ ちゃりざんまい
2054 原澤 悠里 ハラサワ ユウリ じょいふるなかま
2055 日野 晃輔 ヒノ コウスケ 防衛医科大学校
2056 平嶋 大岳 ヒラシマ ダイガク ＥＮＧＩＮＥ
2057 平舘 新也 ヒラダテ シンヤ
2058 廣神 駿 ヒロカミ シュン 荒北館
2059 藤原 貴博 フジワラ タカヒロ
2060 細谷 恭平 ホソヤ キョウヘイ サイクルショップ三井
2061 松本 磨林 マツモト マリン
2062 間野 由公彦 マノ ユキヒコ 相模原市
2063 村上 龍之介 ムラカミ リュウノスケ
2064 森 智史 モリ サトシ
2065 山口 大河 ヤマグチ タイガ
2066 山崎 頌太 ヤマサキ ショウタ
2067 山田 政宏 ヤマダ マサヒロ
2068 吉村 龍哉 ヨシムラ タツヤ 夜レンジャー
2069 和田 拓巳 ワダ タクミ ＲＣＴ自転車競技部


