
男子30～39歳 134名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

3001 青井 慎吾 アオイ シンゴ ナミプロ
3002 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ
3003 秋山 勇樹 アキヤマ ユウキ 株式会社京浜予防医学研究所
3004 芦田 裕貴 アシダ ユウキ
3005 安達 周太 アダチ シュウタ ＪＰＢＭレーシングチーム
3006 阿部 竜虎 アベ リュウコ
3007 新井 隆行 アライ タカユキ
3008 飯河 宙樹 イイカワ ヒロキ
3009 石川 弘二 イシカワ コウジ
3010 石塚 智達 イシヅカ トモヒロ クラウンサイクル
3011 石和 健佑 イシワ ケンスケ 横浜湘南ツーリングクラブ
3012 伊藤 卓人 イトウ タクト ＶＩＶＡ・ＺＡＰＰＥＩ
3013 伊藤 佑一 イトウ ユウイチ スタンレー電気
3014 入谷 康視 イリタニ ヤスシ 零式
3015 岩内 隆典 イワウチ タカノリ
3016 岩崎 洋一 イワサキ ヨウイチ
3017 岩澤 庸介 イワサワ ヨウスケ
3018 岩田 剛之 イワタ マサユキ 荒北館
3019 岩本 拓哉 イワモト タクヤ
3020 魚住 洋平 ウオズミ ヨウヘイ
3021 遠藤 晋哉 エンドウ シンヤ
3022 及川 茂樹 オイカワ シゲキ ＲｅＶｅｌｏ
3023 大井 宏仁 オオイ ヒロヒト 丸子橋ろーどくらぶ
3024 大澤 賢一 オオサワ ケンイチ サイクルショップ三井
3025 大数加 崇之 オオスカ タカシ トラディション
3026 大橋 隆 オオハシ タカシ
3027 大橋 基 オオハシ モトイ
3028 岡 明弘 オカ アキヒロ コリナックス
3029 小川 二木夫 オガワ フキオ
3030 沖津 高紹 オキツ タカツグ
3031 小田 裕一郎 オダ ユウイチロウ
3032 小野 貴博 オノ タカヒロ 横浜湘南ツーリングクラブ
3033 小野 雅寛 オノ マサヒロ 平日ローディー
3034 小幡 達也 オバタ タツヤ ＩＨＩ技開本自転車部
3035 角野 優 カクノ マサル
3036 葛西 秀政 カサイ ヒデマサ みさかレーシング
3037 笠原 佑太 カサハラ ユウタ
3038 梶 慧士 カジ ケイシ ＦＧＡ
3039 樫山 尚弘 カシヤマ タカヒロ 東京大学整形外科
3040 加藤 翔 カトウ ショウ
3041 金井 成正 カナイ ナリマサ ＡＰ特殊銀輪部隊
3042 金子 大作 カネコ ダイサク ｕｎｄｅｒｄｏｇｓ
3043 川上 遊亀 カワカミ ユウキ Ｒ１３４
3044 河崎 宏貴 カワサキ ヒロタカ クラウンサイクル
3045 川本 貴志 カワモト タカシ
3046 菊池 真也 キクチ シンヤ
3047 木場 竜雅 キバ リョウガ
3048 木村 直道 キムラ ナオミチ エンドウ商会
3049 工藤 政幸 クドウ マサユキ
3050 栗田 裕久 クリタ ヒロヒサ
3051 黒沢 章 クロサワ アキラ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
3052 後藤 慶士 ゴトウ ケイジ
3053 小藤 崇記 コトウ タカノリ
3054 ゴンザルビュッシュ ヴァルテル ゴンザルビュッシュ ヴァルテル ＲＣＴ自転車競技部
3055 近藤 直樹 コンドウ ナオキ ＴＥＡＭ ＭＩＬＡＮＯ
3056 齋藤 記一 サイトウ ノリカズ
3057 酒井 洋輔 サカイ ヨウスケ
3058 阪本 周平 サカモト シュウヘイ でんでん森の里
3059 佐々木 博基 ササキ ヒロキ ＷＩＮＤ ＭＩＬＬ
3060 佐藤 大祐 サトウ ダイスケ 湘南ベロクラブ
3061 澤田 俊介 サワダ シュンスケ
3062 澤原 翔 サワハラ ショウ ちりりんＲＣ
3063 繁田 拓也 シゲタ タクヤ ＢｅＷｏｒｋｓＲａｃｉｎｇ
3064 宍戸 高広 シシド タカシロ
3065 清水 祐太郎 シミズ ユウタロウ
3066 白岩 悠哉 シライワ ユウヤ
3067 須賀 真彦 スガ マサヒコ
3068 菅野 誠 スガノ マコト
3069 鈴木 啓太 スズキ ケイタ
3070 鈴木 一肇 スズキ タカトシ 蕎麦宗
3071 鈴木 秀典 スズキ ヒデノリ ヴィエント
3072 須藤 陽介 ストウ ヨウスケ
3073 関根 渓 セキネ ケイ ＢＫＢ
3074 高梨 一 タカナシ ハジメ ＤＫＺ
3075 高橋 淳 タカハシ ジュン
3076 高橋 伸吾 タカハシ シンゴ たかしょう
3077 武井 聡樹 タケイ サトキ
3078 竹内 淳人 タケウチ アツヒト
3079 竹田 昂 タケダ アキラ
3080 武田 隼人 タケダ ハヤト ろんつく食団
3081 田中 圭一 タナカ ケイイチ
3082 谷田 憲保 タニダ ノリヤス
3083 玉木 翔 タマキ ショウ ニコン
3084 津村 謙治 ツムラ ケンジ
3085 手塚 博文 テヅカ ヒロフミ 蕎麦宗
3086 寺石 剛 テライシ ツヨシ ｏｔｔｏ
3087 戸田 淳 トダ ジュン ニスモ
3088 豊田 謙太 トヨダ ケンタ 小田原藩ＣＣ
3089 中島 康昭 ナカジマ ヤスアキ 神奈川県労働衛生福祉協会
3090 中村 直樹 ナカムラ ナオキ
3091 永吉 勇一 ナガヨシ ユウイチ
3092 西島 秀明 ニシジマ ヒデアキ
3093 丹生 幸二郎 ニュウ コウジロウ
3094 橋本 和雅 ハシモト カズマサ
3095 畠山 卓也 ハタケヤマ タクヤ ＡＰ特殊銀輪部隊
3096 濱中 章紀 ハマナカ フミノリ
3097 濱野 大輔 ハマノ ダイスケ
3098 林 勇樹 ハヤシ ユウキ
3099 原田 聡 ハラダ サトシ 丸子橋ろーどくらぶ
3100 樋口 雄一 ヒグチ ユウイチ でんでん森の里
3101 樋口 良弘 ヒグチ ヨシヒロ ＡＰ特殊銀輪部隊
3102 肥田 恭知 ヒダ ヤストモ
3103 日比 龍二 ヒビ リュウジ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
3104 平田 雄基 ヒラタ ユウキ
3105 深澤 陽一 フカサワ ヨウイチ
3106 藤生 泰山 フジウ ヤスタカ
3107 藤川 大輔 フジカワ ダイスケ
3108 古内 大輔 フルウチ ダイスケ
3109 古高 宏明 フルタカ ヒロアキ
3110 古山 巧 フルヤマ タクミ
3111 堀田 順 ホッタ ジュン 小田原藩ＣＣ
3112 幕田 亮 マクタ リョウ
3113 増子 晴哉 マスコ セイヤ ＶＩＶＡ雑兵
3114 松川 周一 マツカワ シュウイチ ＴｅａｍＥＬＭＯ
3115 圓山 泰佑 マルヤマ タイスケ ＶＩＶＡ ＺＡＰＰＥＩ
3116 三浦 高明 ミウラ タカアキ ｕｎｄｅｒｄｏｇｓ
3117 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照ＣＳＴ
3118 宮下 宏 ミヤシタ ヒロシ
3119 宮原 一彰 ミヤハラ カズアキ ＦＡＲｓ ＹＯＫＯＨＡＭＡ
3120 村井 淳 ムライ ジュン ＡＰ特殊銀輪部隊
3121 森田 考陽 モリタ タカアキ ラファ・サイクリングクラブ
3122 森谷 保貴 モリヤ ヤスタカ Ｃｈｉｃｃａ？ＪｉＦＵＮｉＴＡ
3123 安永 崇 ヤスナガ タカシ
3124 柳堀 克裕 ヤナギホリ カツヒロ
3125 山口 岳 ヤマグチ ガク ワイズロード
3126 山野井 祐介 ヤマノイ ユウスケ
3127 山村 和久 ヤマムラ カズヒサ 豆サイ
3128 横山 優 ヨコヤマ ユウ
3129 吉田 隆太 ヨシダ リュウタ ＴＥＡＭ ＳＡＬＵＴＥ川越
3130 若林 貴広 ワカバヤシ タカヒロ
3131 和田 健太郎 ワダ ケンタロウ ＲＣＴ自転車競技部
3132 和田 秀一 ワダ シュウイチ ｓｂｃ
3133 渡辺 智之 ワタナベ トモユキ
3134 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ めしくレーシング


