
コメンサルカップ
赤城オフロード4時間耐久レース

スタートリスト

ソロの部
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ名

日高 一明 ヒダカ カズアキ あらかわzoo racing
平野 陽平 ヒラノ ヨウヘイ
多田 尚史 タダ ナオフミ acu-power Racing Team
池浦 浩彦 イケウラ ヒロヒコ ハブ毛オジサン山頂めざし隊
松谷 徹 マツタニ トオル DOMATES
秋元 昌夫 アキモト マサオ Cyclo nation
曽原 一夫 ソハラ カズオ
村山 徳行 ムラヤマ ノリユキ ヤマダRT
森屋 睦夫 モリヤ ムツオ
小見 英之 オミ ヒデユキ トレイルトロッター
並木 太一郎 ナミキ タイチロウ GSCC目黒通り
栗橋 透 クリハシ トオル びっくりくりくり自転車競技部
鈴木 雄大 スズキ ユウダイ
島田 修一 シマタ゛ シュウイチ クラブ遊輪館
藤崎 弘太郎 フジサキ コウタロウ じて吉
箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ
板橋 徹 イタバシ トオル
大谷 栄 オオタニ サカエ ＧＲＯＯＶＹ
寺門 智 テラカド サトシ ﾁｰﾑ窓際
野村 慧晴 ノムラ ケイセイ AVENTURA CYCLING ESTRELLA
西澤 隆行 ニシザワ タカユキ
森 久 モリ ヒサシ
澤田 健 サワダ ケン AlterLocKサテライト
増田 昌宏 マスダ マサヒロ 臼杵レーシング
阿部 直幸 アベ ナオユキ
市川 義純 イチカワ ヨシズミ
膳 光春 ゼン ミツハル
大久保 翼 オオクボ ツバサ RAISIN YAMANASHI CYCLING CLUB
長島 悠貴 ナガシマ ユウキ PROJECT Y 
下田 哲男 シモダ テツオ 重力技研
福嶋 航希 フクシマ コウキ 地球外生命軍
笠井 哲也 カサイ テツヤ 地球外生命軍



コメンサルカップ
赤城オフロード4時間耐久レース

スタートリスト

チームの部
ゼッケン チーム名 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ

重力技研A 福冨 哲也 フクトミ テツヤ 坂本 幸大 サカモト ユキヒロ 新津 健斗 ニイツ ケント 相馬 恵介 ソウマ ケイスケ 渡部 陽登 ワタベ ヤマト
重力技研B 丸茂 剛彦 マルモ タケヒコ 飯塚 崇行 イイヅカ タカユキ 武井 祐治 タケイ ユウジ 岩脇 資典 イワワキ トモノリ 坂田 英麻 サカタ ヒデアキ
JAF 自転車部 下山 要平 シモヤマ ヨウヘイ 横山 聡 ヨコヤマ アキラ 野地 直樹 ノジ ナオキ 高野 雄亮 タカノ ユウスケ 新倉 幸紀 ニイクラ コウキ
YOUCAN海老多摩 大村 徹 オオムラ トオル 清水 啓文 シミズ ヒロフミ 小川 昌洋 オガワ マサヒロ 森田 喜雄 モリタ ヨシオ 山本 純平 ヤマモト ジュンペイ
ロードレース男子部 筧 五郎 カケイ ゴロウ 岸本 伊織 キシモト イオリ 渡辺 文平 ワタナベ フミヒラ 河田 恭司郎 カワダ キョウシロウ 平松 健 ヒラマツ ケン
SBC湘南平塚 藤本 和昭 フジモト カズアキ 松岡 洋 マツオカ ヨウ 杉本 典光 スギモト ノリミツ 上野 達弘 ウエノ タツヒロ
小山精肉店と足柄茶房神奈川支部 高橋 峰代 タカハシ ミネヨ 家入 ゆうじ イエイリ ユウジ 太田 よしひで オオタ ヨシヒデ
小山精肉店はTEAM辻浦 那須 高志 ナス タカシ 那須 麻美 ナス アサミ 小山 秀穂 コヤマ ヒデホ
HAMMER！！bros 根本 喜直 ネモト ヨシナオ 澤村 薫 サワムラ カオル 村上 雅俊 ムラカミ マサトシ
Adventure Cycle 怒りのオフロード 黛 敏治 マユズミ トシハル 中田 善之 ナカタ ヨシユキ 久保 正人 クボ マサト
Team金シャチ 岡本 玲理 オカモト レイリ 岡本 悠理 オカモト ユウリ

加藤 孝 カトウ タカシ 渡邊 一憲 ワタナベ カズノリ
テックテック 萩原 徹 ハギワラ トオル 山口 浩 ヤマグチ ヒロシ
Flamme Rouge （フラム ルージュ） 高橋 誠 タカハシ マコト 中村 哲也 ナカムラ テツヤ
Cyclone 伊達 崇 ダテ タカシ 伊達 千鶴 ダテ チヅル


