
男子40～49歳 188名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

4001 相多 友良 アイタ トモヨシ
4002 赤川 理和 アカガワ マサカズ
4003 姉崎 裕行 アネザキ ヒロユキ
4004 阿部 文彦 アベ フミヒコ
4005 天野 和敏 アマノ カズトシ
4006 雨宮 浩明 アメミヤ ヒロアキ 佐々宋輪店
4007 安藤 猛晴 アンドウ タケハル 東邦大学大橋病院自転車部
4008 飯塚 俊昭 イイヅカ トシアキ
4009 五十嵐 和也 イガラシ カズヤ
4010 井河 壽雄 イカワ トシオ ドラゴンテイル
4011 井口 亮 イグチ リョウ 雑兵
4012 池上 健慈 イケガミ ケンジ スタジオビーツ
4013 池田 賢太 イケダ ケンタ
4014 池田 剛 イケダ ツヨシ ＳＢＣ厚木
4015 石井 研也 イシイ ケンヤ
4016 石川 隆之 イシカワ タカユキ ノスモーキンス
4017 石村 浩之 イシムラ ヒロユキ
4018 石山 典幸 イシヤマ ノリユキ 東京大学整形外科
4019 石綿 俊彦 イシワタ トシヒコ
4020 市川 淳 イチカワ ジュン
4021 伊藤 博之 イトウ ヒロユキ スパイス
4022 伊藤 竜太 イトウ リュウタ 航空自衛隊
4023 稲垣 教博 イナガキ トモヒロ
4024 稲葉 淳 イナバ アツシ
4025 井上 良 イノウエ リョウ キャストオフ
4026 今井 賢一 イマイ ケンイチ ギアプレス
4027 岩城 辰也 イワキ タツヤ
4028 岩谷 慎也 イワタニ シンヤ らいでぃんぐさんず。
4029 岩撫 兼次 イワナデ ケンジ ＳＢＣ湘南藤沢
4030 上田 政利 ウエダ マサトシ ＡＬＬＥＧＲＡ
4031 上野 真 ウエノ シン ＶＩＶＡ雑兵
4032 植松 公彦 ウエマツ キミヒコ ＳＢＣ湘南藤沢
4033 内山 和夫 ウチヤマ カズオ
4034 榎本 俊行 エノモト トシユキ 東邦大学大橋病院自転車部
4035 大家 弘士 オオイエ ヒロシ ＳＢＣ
4036 大倉 純 オオクラ ジュン ＧＲＯＶＥ港北
4037 大澤 雅樹 オオサワ マサキ たかだフレンド
4038 大城 宗生 オオシロ ムネオ チームオー
4039 大城 雄史 オオシロ ユウジ チームオー
4040 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科
4041 大曽根 和登 オオソネ カズト ＳＨＯＷＡ
4042 大津 純一 オオツ ジュンイチ
4043 大庭 久典 オオニワ ヒサノリ
4044 大野 直樹 オオノ ナオキ プロジェクトワイ
4045 大脇 康政 オオワキ ヤスマサ ＮＡＭＩＢＩＡ ＰＲＯＪＥＣＴ
4046 岡崎 隆覚 オカザキ タカアキ
4047 小方 憲二郎 オガタ ケンジロウ
4048 岡田 義之 オカダ ヨシユキ
4049 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ ＴＥＡＭ ＳＡＬＵＴＥ 川越
4050 小川 賢二 オガワ ケンジ
4051 小川名 啓 オガワナ アキラ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
4052 小野 昭宏 オノ アキヒロ
4053 小野田 哲也 オノダ テツヤ ＦａｓｔＬａｎｅＲａｃｉｎｇ
4054 小野塚 丈 オノヅカ ジョウ
4055 小宅 秀徳 オヤケ ヒデノリ
4056 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ チームＭ
4057 柏岡 潤二 カシオカ ジュンジ
4058 加藤 直樹 カトウ ナオキ 六ッ川レーシング
4059 兼子 俊弘 カネコ トシヒロ ＹＯＵＣＡＮ
4060 金子 誠 カネコ マコト ＭＴＡ
4061 鏑木 浩 カブラギ ヒロシ 理工事務機
4062 上島 信英 カミジマ ノブヒデ ｚｗｉｆｔ
4063 嘉村 憲司 カムラ ケンシ
4064 河田 徹也 カワタ テツヤ ＦＧＡ
4065 河田 幸雄 カワダ ユキオ ＢＥＸ ＩＳＯＹＡ
4066 河原 智彦 カワハラ トモヒコ Ｔｅａｍ ＡＲＩ
4067 川又 卓也 カワマタ タクヤ
4068 菊地 達也 キクチ タツヤ アウディジャパン販売株式会社
4069 衣川 修平 キヌガワ シュウヘイ 国境なき山わんこ団
4070 熊崎 敦史 クマザキ アツシ ＪＰＢＭレーシングチーム
4071 倉本 稔久 クラモト トシヒサ
4072 黒崎 正人 クロサキ マサト
4073 剣持 智規 ケンモチ トモノリ ＳＷＩＦＴ
4074 小寺 孝史 コデラ タカシ
4075 小林 宏和 コバヤシ ヒロカズ 小田原藩ＣＣ
4076 斎藤 一郎 サイトウ イチロウ 3RUN
4077 斉藤 玄 サイトウ ゲン Ｅ－ＷＯＲＫＳ＠ＰＩＮＫＹ
4078 斉藤 慎吾 サイトウ シンゴ
4079 櫻井 規善 サクライ キヨシ
4080 佐藤 一朗 サトウ イチロウ
4081 佐藤 隆志 サトウ タカシ ＧＩＡＮＴ港北
4082 佐藤 貴弘 サトウ タカヒロ ＴｅａｍＦｏｒｅｓｔＲｏａｄ
4083 椎野 高太郎 シイノ コウタロウ
4084 篠田 正春 シノダ マサハル アニメイテッド
4085 篠原 徹也 シノハラ テツヤ ヤマフェチノススメ
4086 渋江 正隆 シブエ マサタカ
4087 庄司 哲也 ショウジ テツヤ ＧＯＳＬＩＮＩＡ６０
4088 庄司 哲也 ショウジ テツヤ トヨタ自動車
4089 神馬 敏全 ジンバ トシマサ
4090 菅沼 圭介 スガヌマ ケイスケ チーム風輪
4091 杉原 亮太 スギハラ リョウタ ＭＩＶＲＯ
4092 杉山 達彦 スギヤマ タツヒコ 蕎麦宗
4093 鈴木 辰佳 スズキ タツヨシ
4094 鈴木 博 スズキ ヒロシ
4095 須田 英二 スダ エイジ
4096 須藤 伸司 スドウ シンジ
4097 ＳＺＹＰＵＬＡ ＪＡＭＥＳ スプラ ジェームズ
4098 關 友信 セキ トモノブ
4099 関 雅明 セキ マサアキ
4100 高 陽介 タカ ヨウスケ
4101 高木 博行 タカギ ヒロユキ
4102 高橋 玄 タカハシ マコト 順天堂外科
4103 瀧井 知史 タキイ チカフミ ＴＲＣ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
4104 武川 昌司 タケカワ マサジ
4105 武田 晃 タケダ アキラ
4106 田嶋 良則 タジマ ヨシノリ
4107 多田 康介 タダ コウスケ ダイカンヤマレーシング
4108 田中 照彦 タナカ テルヒコ じょいふるチャリ部
4109 田仲 義明 タナカ ヨシアキ
4110 田原 大助 タハラ ダイスケ ＧーＲｉｄｅ
4111 千田 和幸 チダ カズユキ ＭＫ３
4112 千葉 桂 チバ カツラ
4113 千葉 光鶴 チバ ミツル ＰＩＲＡＴＡ
4114 土屋 征二 ツチヤ セイジ
4115 土屋 雄裕 ツチヤ タケヒロ
4116 椿 賢一郎 ツバキ ケンイチロウ
4117 出口 雄二 デグチ ユウジ 郡山サイクルフレンズ
4118 手代森 悟 テシロモリ サトル アーキアンドビルド
4119 デラペナ アー デラペナ アー 米海軍
4120 戸田 裕一 トダ ユウイチ ＧＲＯＶＥ港北
4121 虎谷 伸一 トラヤ シンイチ なるしまフレンド鶴版
4122 中井 康貴 ナカイ ヤスタカ ｆｌａｍｍｅ ｒｏｕｇｅ
4123 中重 雄史 ナカシゲ ユウイチ ＡＴＨＬＥＴＥＷＯＲＫＳ
4124 中嶋 剛 ナカジマ ツヨシ
4125 長嶋 義明 ナガシマ ヨシアキ
4126 中瀬 雄介 ナカセ ユウスケ
4127 中田 裕一 ナカタ ユウイチ
4128 中野 博之 ナカノ ヒロユキ 静岡厚生病院
4129 中村 哲也 ナカムラ テツヤ
4130 中村 能亮 ナカムラ ヨシスケ ＣＯＬＯＲＳ
4131 西村 一秀 ニシムラ カズヒデ 貧脚組
4132 西村 知久 ニシムラ トモヒサ
4133 野中 誠 ノナカ マコト
4134 橋本 耕太朗 ハシモト コウタロウ
4135 橋本 義正 ハシモト ヨシマサ
4136 長谷川 誠 ハセガワ マコト ＳＹーＮａｋ雪山組
4137 羽田 康久 ハタ ヤスヒサ
4138 ハック チャド ハック チャド 米海軍
4139 花沢 篤史 ハナザワ アツシ ちゃりざんまいＩＢＤ自転車部
4140 濱口 康宏 ハマグチ ヤスヒロ
4141 濱崎 隆 ハマザキ タカシ ＳＢＣ湘南藤沢
4142 濱松 輝延 ハママツ テルノブ
4143 林 篤哉 ハヤシ アツヤ ＲＣＴ自転車競技部
4144 林 哲雄 ハヤシ テツオ ＴＥＡＭＡＲＩ
4145 樋口 泰伸 ヒグチ ヤスノブ 豆サイ、ちばサイクル
4146 藤木 孝志 フジキ タカシ
4147 藤野 崇之 フジノ タカユキ 盛岡走友会
4148 藤原 圭 フジワラ ケイ ライドオンビアンキ
4149 船木 栄男 フナキ ヒデオ
4150 古舘 雄二 フルダテ ユウジ Ｒ１３４
4151 古林 恵太 フルバヤシ ケイタ エンドウ商会
4152 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ
4153 星川 未来 ホシカワ ミライ 大谷商会
4154 堀田 信 ホッタ シン 小田原藩
4155 本多 英春 ホンダ ヒデハル



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
4156 前田 篤史 マエダ アツシ アイオロス
4157 牧野 洋知 マキノ ヒロチカ 湘南ベロクラブ
4158 萬國谷 忠 マクニヤ タダシ チームポリグチ
4159 山平 勝 マサル ヤマヒラ Ｆｏｒｅｓｔ Ｒｏａｄ
4160 松井 芳賢 マツイ ヨシノリ ＶＩＶＡ雑兵
4161 松原 崇史 マツバラ タカシ ヤビツ百参るの会
4162 松本 純 マツモト ジュン
4163 三浦 しんご ミウラ シンゴ
4164 光平 規之 ミツヒラ ノリユキ 荒北館
4165 三林 靖 ミバヤシ ヤスシ Ｔｅａｍ Ｌｉｏｎ
4166 宮川 一郎 ミヤガワ イチロウ グルペット
4167 宮本 健志 ミヤモト ケンジ
4168 三輪 洋照 ミワ ヒロアキ
4169 武藤 忠寛 ムトウ タダヒロ
4170 村田 和洋 ムラタ カズヒロ
4171 目黒 勝靖 メグロ カツヤス ＶＩＶＡ雑兵
4172 森田 秀人 モリタ ヒデヒト モリターズ
4173 森田 亮 モリタ マコト
4174 森本 誠児 モリモト セイジ ＳＷ２３０
4175 八重畑 友宏 ヤエハタ トモヒロ キッカジフニータ
4176 安田 行秀 ヤスダ ユキヒデ
4177 八巻 和喜 ヤマキ カズヨシ Ｔｅａｍ Ｇｒｕｐｅｔｔｏ
4178 山岸 壮太郎 ヤマギシ ソウタロウ
4179 山口 祥範 ヤマグチ ヨシノリ
4180 山下 信介 ヤマシタ シンスケ ｃｓｔｃ
4181 山科 信孝 ヤマシナ ノブタカ
4182 山田 崇生 ヤマダ タカナリ チーム カレラ
4183 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南浪漫
4184 行弘 幸右 ユキヒロ コウスケ
4185 吉川 英孝 ヨシカワ ヒデタカ ラファサイクリングクラブ
4186 吉田 透 ヨシダ トオル
4187 和田 圭介 ワダ ケイスケ
4188 和田 崇 ワダ タカシ


