
男子60歳以上 23名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

6001 青木 久夫 アオキ ヒサオ
6002 浅野 博 アサノ ヒロシ トップギア
6003 新井 信利 アライ ノブトシ チームムササビ
6004 飯田 敏明 イイダ トシアキ ノロッサＲＣ
6005 市村 直也 イチムラ ナオヤ フレンド商会レーシングチーム
6006 岩渕 勝彦 イワブチ カツヒコ たかだフレンド
6007 内田 正秀 ウチダ マサヒデ Ｒ１３４
6008 梅林 不二夫 ウメバヤシ フジオ
6009 大西 英一 オオニシ エイイチ
6010 小川 行平 オガワ コウヘイ
6011 奥原 敏 オクハラ サトシ
6012 尾崎 保弘 オザキ ヤスヒロ チーム まるいち
6013 河俣 利夫 カワマタ トシオ エンドウ商会
6014 木下 尚行 キノシタ タカユキ たかだフレンド
6015 郷野 進 ゴウノ ススム チーム・Ｙ
6016 篠崎 和市 シノザキ ワイチ ル。シュクル
6017 鈴木 誠一 スズキ セイイチ 湘南ＦＡＲＣ
6018 高山 信行 タカヤマ ノブユキ トライアスロンチームＳＵＢ３
6019 長谷川 正悟 ハセガワ ショウゴ
6020 平尾 眞人 ヒラオ マコト 内房レーシング安房特別支援
6021 毛内 昭彦 モウナイ アキヒコ
6022 山本 正和 ヤマモト マサカズ エスエム ブロス
6023 若松 桜男 ワカマツ サクラオ まちさがフレンド

女子一般 32名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

111 麻生 萌泉 アソウ メイ
112 上野 英子 ウエノ エイコ ＶＩＶＡＺＡＰＰＥＩ
113 沖崎 梨絵 オキザキ リエ チームポリグチ
114 小黒 麻理子 オグロ マリコ ＢＲＥＺＺＡ
115 笠原 知美 カサハラ トモミ ＰＲＯＪＥＣＴーＹ
116 柏木 美英 カシワギ ミエ ＲＣＣ
117 片浦 瑞希 カタウラ ミズキ
118 加藤 夢美 カトウ ユメミ Ｃｌｏｕｄ９
119 川合 つかさ カワイ ツカサ ＬＣモンテラック
120 木下 愛 キノシタ アイ ぴよこ
121 児玉 真梨子 コダマ マリコ
122 島 康子 シマ ヤスコ 米海軍
123 須賀 与恵 スガ トモエ 小谷場中学校
124 鈴木 尚代 スズキ タカヨ ユニテック
125 関 恵子 セキ ケイコ
126 田中 彩佳 タナカ アヤカ
127 田中 千絵 タナカ チエ
128 田中 真紀子 タナカ マキコ なるしまフレンド
129 次木 晴香 ツギキ ハルカ Ｃｏｎ＝Ｐｅｄａｌｅ
130 栃倉 未来 トチクラ ミク サニクライム
131 中澤 奈月 ナカザワ ナツキ 荒北館
132 中島 富士子 ナカシマ フジコ 秋津町走ろう会
133 服部 友里 ハットリ ユリ
134 藤原 泰葉 フジワラ ヤスハ



ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名
135 ふるや いなや フルヤ イナヤ
136 向井 菜見子 ムカイ ナミコ
137 森 多恵子 モリ タエコ
138 安田 眞弓 ヤスダ マユミ
139 山根 菜穂 ヤマネ ナホ サイクルショップ三井
140 横山 祥子 ヨコヤマ ショウコ ハマー！！ブロス
141 大宅 陽子 オオヤ ヨウコ

男子フラットバー・シングルフリークラス 31名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

1001 市田 直樹 イチダ ナオキ 八洲電機
1002 江原 勝幸 エバラ カツユキ 静岡県立短大
1003 大内 聡 オオウチ サトシ
1004 大野 龍 オオノ リョウ 阿部んじゃーず
1005 大吉 富夫 オオヨシ トミオ
1006 長田 貴彦 オサダ キミヒコ エンドウ商会
1007 河野 栄治 コウノ エイジ シクロモトハラ
1008 高橋 誠 タカハシ マコト フラムルージュ
1009 手塚 満 テヅカ ミツル 山王網一色体振
1010 長島 悠貴 ナガシマ ユウキ チーム小田原
1011 野津 厚 ノヅ アツシ 港湾空港技術研究所
1012 三好 良平 ミヨシ リョウヘイ
1013 元市 裕久 モトイチ ヒロヒサ ＳＢＣ厚木
1014 横山 敦史 ヨコヤマ アツシ ＡＲＩ
1015 吉場 晃義 ヨシバ アキヨシ
1016 石上 幹太 イシガミ カンタ 山手学院高等学校
1017 鈴木 広直 スズキ ヒロナオ 山手学院高等学校
1018 辻 響樹 ツジ ヒビキ ＹＲＴ
1019 寺崎 亮行 テラサキ リョウコウ ＹＲＴ
1020 天明 優晴 テンミョウ マサハル ＹＲＴ
1021 柳井 陽太郎 ヤナイ ヨウタロウ 山手学院高校
1022 木村 勇紀 キムラ ユウキ 山手レーシングチーム
1023 栗田 凌羽 クリタ リョウ ＹＲＴ
1024 澤野 伶文 サワノ レイモン ＹＲＴ
1025 高浦 優成 タカウラ ユウセイ 山手学院中学校
1026 武田 富雄 タケダ トミオ 山手学院中学校
1027 手島 新太 テジマ アラタ ＹＲＴ
1028 細谷 鴻羽 ホソヤ コウ ＹＲＴ
1029 宮下 侑大 ミヤシタ ユウタ 市立山手学院中学校
1030 吉川 英毅 ヨシカワ ヒデキ ＹＲＴ
1031 和田 航希 ワダ ハルキ ＹＲＴ

女子フラットバー・シングルフリークラス 1名
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

1041 阿部 暁 アベ アカツキ あさひ藤沢石川



ペアクラス　男子 4組
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

201 大倉 郷平 オオクラ キョウヘイ
大西 達也 オオニシ タツヤ

202 狩谷 源一郎 カリヤ ゲンイチロウ ワイズロード
狩谷 眞和 カリヤ マサカズ

203 高橋 翼 タカハシ ツバサ ＭａｒｕＧｉＣＬＵＢ
松本 圭 マツモト ケイ

204 保坂 仁 ホサカ ジン １００ｍｉｌｓＯｎｅ
細谷 環 ホソヤ タマキ

ペアクラス　男女 15組
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

205 石原 啓 イシハラ ヒラク チーム杉山
石原 詩織 イシハラ シオリ

206 神尾 裕之 カミオ ヒロユキ
神尾 未繰 カミオ ミク

207 苅田 まさとし カリタ マサトシ ＭＲＰ ＯＳＣＡＲ
苅田 磨己 カリタ マミ

208 黒澤 奨平 クロサワ ショウヘイ
千野 美月 チノ ミヅキ

209 小林 一美 コバヤシ ヒトミ ポタプラス
齋藤 寛太 サイトウ カンタ

210 斉藤 康 サイトウ ヤスシ コリーナ
澤畠 京美 サワハタ キョウミ

211 澤本 亘 サワモト ワタル
伊野 雅美 イノ マサミ

212 島袋 なるみ シマブクロ ナルミ 日産横浜自動車大学校
山田 悠太 ヤマダ ユウタ

213 正田 克大 ショウダ カツヒロ チームぼんじり
正田 萌美 ショウダ メグミ

214 戸島 大輝 トジマ ダイキ 防衛医大
設楽 あやめ シタラ アヤメ

215 中川 岳治 ナカガワ タケハル ＲＳＣＣ
中川 妙子 ナカガワ タエコ

216 平山 友章 ヒラヤマ トモアキ ＦＡＲｓ ＹＯＫＯＨＡＭＡ
山田 奈穂子 ヤマダ ナホコ

217 藤田 雅人 フジタ マサト ＰＩＲＡＴＡ
速見 利津子 ハヤミ リツコ

218 松原 麻衣子 マツバラ マイコ １００ｍｉｌｅｓ
和久井 政孝 ワクイ マサタカ

219 山田 克己 ヤマダ カツミ
田中 裕美 タナカ ヒロミ


