
男子50～59歳 126名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

5001 阿久津 宜克 アクツ ヨシカツ
5002 麻生 将裕 アソウ マサヒロ ３４６プロダクション
5003 阿南 芳樹 アナミ ヨシキ バイクルプラザＲＴ
5004 天利 由次 アマリ ユウジ
5005 池田 昇 イケダ ノボル トサカ塾
5006 石井 晋一 イシイ シンイチ 湘南レーシングチーム
5007 石井 一志 イシイ ヒトシ
5008 石崎 太一 イシザキ タイチ チームＭ
5009 石橋 聡 イシバシ サトル フリーフォール
5010 石原 忠史 イシハラ タダシ
5011 伊藤 薫紀 イトウ シゲキ ＴＮＹ
5012 伊藤 佳史 イトウ ヨシフミ
5013 稲 伸治 イネ シンジ クラブ・ロードロ
5014 岩山 年秀 イワヤマ トシヒデ ＫＲＣ
5015 印南 裕二 インナミ ユウジ グルペット
5016 植松 政隆 ウエマツ マサタカ
5017 臼井 功 ウスイ コウ
5018 大石 和弘 オオイシ カズヒロ
5019 大内 貴明 オオウチ タカアキ
5020 太田 睦郎 オオタ ムツロウ ａＺｕｕｇａ
5021 太田 義盛 オオタ ヨシモリ ヤビツしまだ組
5022 大岳 誠 オオタケ マコト ＴＥＡＭＫＩＤＳ
5023 大場 泰彦 オオバ ヤスヒコ ＳＢＣ湘南藤沢
5024 岡田 辰巳 オカダ タツミ
5025 岡本 健二 オカモト ケンジ
5026 岡本 敏介 オカモト トシユキ
5027 海津 靖弘 カイヅ ヤスヒロ ＰＩＲＡＴＡ
5028 粕谷 富士夫 カスヤ フジオ 花王鹿島工場自転車部
5029 加藤 勝裕 カトウ カツヒロ ＴＥＡＭ ＮＡＲＯ
5030 加藤 幸彦 カトウ ユキヒコ ｃｌｕｂ ロータス
5031 河端 幸司 カワバタ コウジ
5032 木口 勝海 キグチ カツミ ＨＧＳＴ Ｊａｐａｎ
5033 木瀬 雅之 キセ マサユキ
5034 工藤 竜也 クドウ タツヤ
5035 工藤 弘幸 クドウ ヒロユキ
5036 熊谷 龍生 クマガイ タツオ
5037 熊沢 信一 クマザワ シンイチ 湘南シクロクロス
5038 小池 誠一 コイケ セイイチ チームシャニアライツ
5039 古賀 暁彦 コガ アキヒコ
5040 小林 俊行 コバヤシ トシユキ トサカ塾
5041 小松澤 靖 コマツザワ ヤスシ
5042 近藤 健 コンドウ タケシ 業界チャリ部
5043 近藤 祐朗 コンドウ ヒロアキ ＳＮＥＬ
5044 齋藤 靖 サイトウ オサム エヌシーシー日赤
5045 斉藤 浩二 サイトウ コウジ トサカ塾
5046 齋藤 大治 サイトウ ダイジ
5047 齋藤 剛司 サイトウ タケシ
5048 酒井 和幸 サカイ カズユキ トサカ塾
5049 酒井 信 サカイ マコト ＴＺＥ
5050 坂上 明 サカガミ アキラ
5051 佐久間 隆 サクマ タカシ 木のいえ佐久間



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
5052 佐々木 勉 ササキ ツトム
5053 佐藤 栄一 サトウ エイイチ
5054 佐藤 孝治 サトウ コウジ ｔｅａｍＲＲ
5055 佐藤 志樹 サトウ モトキ
5056 柴崎 好章 シバザキ ヨシアキ
5057 清水 輝雄 シミズ テルオ
5058 清水 篤二 シミズ トクジ ＳＢＣ湘南藤沢
5059 清水 昌之 シミズ マサユキ
5060 下池 和幸 シモイケ カズユキ
5061 下條 恭永 シモジョウ ヤスナガ
5062 荘司 哲史 ショウジ テツフミ でんでん森の里
5063 ＳＩＮＧＥＲ ＲＯＮＡＬＤ シンガー ロナルド 米海軍
5064 神宮字 広明 ジングウジ ヒロアキ 豆サイ
5065 杉山 和己 スギヤマ カズミ ＣＹＣＬＥ ＣＬＵＢ ３ＵＰ
5066 鈴木 章 スズキ アキラ
5067 鈴木 歩 スズキ アユミ Ｉｎｎｅｒ－Ｌｏｗ
5068 鈴木 謙次郎 スズキ ケンジロウ ＲＣＴ ＣＹＣＬＩＮＧＴＥＡＭ
5069 鈴木 與志晴 スズキ ヨシハル 翠嵐サッカーＯＢ
5070 住吉 秀一 スミヨシ シュウイチ
5071 制野 勝 セイノ マサル 塙山くらぶ
5072 高川 滋人 タカガワ シゲト ＴＺＥ
5073 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ
5074 田中 一幸 タナカ カズユキ ハーフムーン
5075 田中 俊彦 タナカ トシヒコ 瀧井レーシング
5076 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ
5077 丹野 忠晋 タンノ タダノブ たんたんず
5078 辻 博人 ツジ ヒロト 多摩ポタ
5079 土田 裕康 ツチダ ヒロヤス
5080 堤 幹夫 ツツミ ミキオ ＲＳＣＣ
5081 当津 雅之 トウツ マサユキ チームエットウ
5082 東藤 康紀 トウドウ ヤスノリ 株式会社ホクシンメディカル
5083 時田 幸雄 トキタ ユキオ
5084 戸辺 徹 トベ トオル
5085 友部 敏朗 トモベ トシロウ スマイル歯科クリニック
5086 豊嶋 遊戈 トヨシマ ユウカ モンテラック
5087 中島 寛 ナカシマ ヒロシ
5088 永田 毅 ナガタ ツヨシ ａＺｕｕＧａ Ｒａｃｉｎｇ
5089 中野 久 ナカノ ヒサシ
5090 中村 文大 ナカムラ フミヒロ
5091 中村 公昭 ナカムラ マサアキ
5092 西川 光亮 ニシカワ ミツアキ
5093 仁平 敏秀 ニヒラ トシヒデ ろーたす
5094 野瀬 高弘 ノセ タカヒロ
5095 袴田 健 ハカマダ タケシ
5096 林 誠 ハヤシ マコト 東京ガス
5097 林 暢彦 ハヤシ マサヒコ ＩＳＵＺＵーＲＣ
5098 早野 正晃 ハヤノ マサアキ
5099 早野 祐司 ハヤノ ユウジ ワコーズサイクリングクラブ
5100 日比野 晋二郎 ヒビノ シンジロウ
5101 平井 隆大 ヒライ タカヒロ Ｇｒｕｐｅｔｔｏ
5102 平城 孝高 ヒラキ ヨシタカ 越谷レイクタウン
5103 廣澤 賢一郎 ヒロサワ ケンイチロウ 品川走遊会



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
5104 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ
5105 藤平 克浩 フジヒラ カツヒロ プントロッソ
5106 布施 浩三 フセ コウゾウ ＦＲＴ
5107 二神 義弘 フタガミ ヨシヒロ ＹＯＣ
5108 船渡 智雄 フナト トモオ 品川陸協
5109 古澤 正信 フルサワ マサノブ チームたぬたぬ
5110 前田 淳一 マエダ ジュンイチ ショーワ
5111 松島 伸夫 マツシマ ノブオ ＡＷＣ
5112 松永 康生 マツナガ コウセイ たかだフレンド
5113 松永 匡史 マツナガ タダシ
5114 丸山 満博 マルヤマ ミツヒロ モンテラック
5115 御園生 千路 ミソノウ カズミチ
5116 南 隆明 ミナミ タカアキ
5117 元吉 洋一 モトヨシ ヨウイチ
5118 森 雅弘 モリ マサヒロ ナシ
5119 谷田部 邦保 ヤタベ クニヤス
5120 山木 幹昌 ヤマキ ミキマサ
5121 山崎 教夫 ヤマザキ ノリオ 山崎茶園
5122 山中 陽之介 ヤマナカ ヨウノスケ
5123 山本 昌宏 ヤマモト マサヒロ エキップナカムラ
5124 横塚 一男 ヨコツカ カズオ
5125 和田 貴夫 ワダ タカオ １００マイル
5126 藁品 篤史 ワラシナ アツシ ＫＣＣ


