
登録の部ジュニア予選１組
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 17 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:00～7:45
検車 6:45～7:45 ライダーズミーティング ～

スタート 8:00 スタート待機時間 7:45

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
11 柏原　達之介 カシハラ　タツノスケ 佼成学園高等学校
12 五十嵐 洸太 イガラシ　コウタ 横浜高等学校
13 矢杉 将輝 ヤスギ　マサキ 横浜高等学校
14 伊澤 将也 イザワ　マサヤ 横浜高等学校
15 徳山 見晴 トクヤマ　ミハル 横浜高等学校
16 吉田 光希 ヨシダ　コウキ 横浜高等学校
17 橋本 優樹 ハシモト　ユウキ 横浜高等学校
18 鴨下　拓弥 カモシタ　タクヤ 堀越高等学校
19 野中　龍之介 ノナカ　リュウノスケ 法政大学第二高等学校
20 安村　開 ヤスムラ　ハルキ 法政大学第二高等学校
21 鳥居　正義 トリイ　マサヨシ 法政大学第二高等学校
22 松本　瑞生 マツモト　ミズキ 法政大学第二高等学校
23 清水　知徳 シミズ　トモノリ 法政大学第二高等学校
24 渡邉　翔悟 ワタナベ　ショウゴ 都立八王子桑志高校
25 白尾　雄大 シラオ　ユウダイ 城北学園高等学校
26 吉野　迅 ヨシノ　ジン 県立二宮高等学校
27 海野　晋作 ウミノ　シンサク VENTOS FRECCIA

登録の部ジュニア予選２組
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 17 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:00～7:45
検車 6:45～8:10 ライダーズミーティング ～

スタート 8:25 スタート待機時間 8:10

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
31 小林　昂心 コバヤシ　コウシン 横浜創学館高等学校
32 伊豆野 廉 イズノ　レン 横浜高等学校
33 大𣘺 真慧 オオハシ　マサト 横浜高等学校
34 山之内 壮真 ヤマノウチ　ショウマ 横浜高等学校
35 中村 元紀 ナカムラ　モトキ 横浜高等学校
36 添田 龍児 ソエダ　リュウジ 横浜高等学校
37 白石 光 シライシ　ヒカル 横浜高等学校
38 市川　陽大 イチカワ　ヨウタ 法政大学第二高等学校
39 御幡　風翔 ミハタ　フウト 法政大学第二高等学校
40 松本　弘一朗 マツモト　コウイチロウ法政大学第二高等学校
41 山内　慶悟 ヤマウチ　ケイゴ 法政大学第二高等学校
42 杉山　龍太 スギヤマ　リュウタ 法政大学第二高等学校
43 竹田　隼人 タケダ　ハヤト 法政大学第二高等学校
44 阿部　耀介 アベ　ヨウスケ 城北学園高等学校
45 中田　誠人 ナカタ　マサト 城北学園高等学校
46 石倉　玄太 イシクラ　ゲンタ 県立二宮高等学校
47 山田　壮太郎 ヤマダ　ソウタロウ Team SHIDO
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スポーツ1組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 12 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:00～9:00 試走 7:00～7:45
検車 8:10～9:25 ライダーズミーティング 9:00～9:10

スタート 9:40 スタート待機時間 9:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
131 石塚　二郎 イシヅカ ジロウ GROVE鎌倉
132 奥山　雅幸 オクヤマ　マサユキ GROVE鎌倉
133 三牧　駿太 ミマキ　シュンタ GROVE鎌倉
134 木下　大功 キノシタ　タイコウ HIRAKO.mode
135 井嶋　勇太 イジマ　ユウタ HIRAKO.mode
136 吉田　進 ヨシダ ススム メイドさん学科自転車部
137 神永　太地 カミナガ　タイチ メイドさん学科自転車部
138 河原　弘 カワハラ　ヒロ
139 星　衛 ホシ　マモル
140 羽賀　弘太朗 ハガ　コウタロウ
141 金子　智哉 カネコ　トモヤ ノザレーシング
142 三宅　太生 ミヤケ タイセイ ウィンディー筑波

スポーツ2組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 11 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:00～9:00 試走 7:00～7:45
検車 8:35～9:50 ライダーズミーティング 9:00～9:10

スタート 10:05 スタート待機時間 9:50

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
143 細根　翔太 ホソネ　ショウタ GROVE鎌倉
144 舟橋　潤 フナハシ　ジュン GROVE鎌倉
145 大関　訓 オオゼキ　サトル GROVE鎌倉
146 前田　茂和 マエダ　シゲカズ DEF Touring
147 日向　隼人 ヒュウガ ハヤト 二輪道331
148 坂本　大輔 サカモト ダイスケ たかなみC.C
149 松本　和樹 マツモト カズキ たかなみC.C
150 松本　陸 マツモト　リク 尾根幹族
151 鈴木　琢朗 スズキ　タクロウ 保土ヶ谷高校
152 林　伶音 ハヤシ　レオン ファーストペンギン
153 小川　駿胤 オガワ　トシカズ ブリッジバイクプロダクツ
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ミディアム
周回数 16 周（ローリング含む） エントリー 26 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:00～9:00 試走 7:00～7:45
検車 9:00～10:15 ライダーズミーティング 9:00～9:10

スタート 10:30 スタート待機時間 10:15

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
101 小南舘　純 コミナミダテ　ジュン GROVE鎌倉
102 布施　直人 フセ　ナオト HIRAKO.mode
103 昆野　健理 コンノ ケンリ Ohka Bicycle Family
104 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ PROJECT-Y
105 松岡　洋 マツオカ　ヨウ PROJECT-Y
106 三宅　勇輝 ミヤケ　ユウキ Rapha Cycling Club
107 関　大地 セキ　タイチ SBC & AVA
108 髙橋　昭司 タカハシ　ショウジ SBC & AVA
109 武井　一弘 タケイ　カズヒロ Team Oltre
110 今井　大悟 イマイ ダイゴ YAGI-TAI
111 宮崎　真一郎 ミヤザキ シンイチロウ クラブ二輪倶
112 茂呂　佳名人 モロ カナト スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

113 片岡　直樹 カタオカ ナオキ たかなみC.C
114 竹島　幸男 タケシマ ユキオ たかなみC.C
115 長谷川　昇克 ハセガワ　ノリヨシ
116 松浦　耕介 マツウラ　コウスケ
117 島田　颯稀 シマダ サツキ
118 留目　夕陽 トドメ　ユウヒ
119 野村　龍司 ノムラ　リュウジ
120 松村　尚毅 マツムラ ナオキ ノザレーシング
121 石渡　大輔 イシワタ　ダイスケ 湘南浪漫
122 田久保　優弥 タクボ　ユウヤ 全日本赤ちゃん代表
123 鈴木　一磨 スズキ　カズマ 尾根幹族
124 齊藤　龍哉 サイトウ　リュウヤ 尾根幹族
125 二階堂 尚志 ニカイドウ タカシ チーム・ウォークライド
126 齋藤 健太朗 サイトウ ケンタロウ チーム・ウォークライド
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ビギナー1組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 16 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 9:00～11:25 試走 10:55～11:25
検車 10:10～11:25 ライダーズミーティング 11:25～11:35

スタート 11:40 スタート待機時間 11:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
155 澤田石　靖之 サワダイシ　ヤスユキ cojica
156 長島　嘉槻 ナガシマ　ヨシキ funer(ファナー)
157 桑原　正樹 クワバラ　マサキ GSエバーウィン
158 島津　隆生 シマヅ　タカオ YOKOSUKA UNO RACING
159 中川　裕司郎 ナカガワ　ユウジロウ YOKOSUKA UNO RACING
160 成沢　雄太 ナルサワ　ユウタ
161 比氣　才助 ヒキ　サイスケ
162 栃倉　学 トチクラ　マナブ
163 酒井　洋輔 サカイ　ヨウスケ
164 小林　寛史 コバヤシ　ヒロフミ
165 菅　琢朗 スガ　タクロウ
166 白坂　僚 シラサカ　リョウ 葉月山の会 自転車部
167 渡邊　真和 ワタナベ　タダカズ 葉月山の会 自転車部
168 磯部　武蔵 イソベ　ムサシ
169 永田　洋介 ナガタ　ヨウスケ
170 田中　悠雅 タナカ　ユウガ

ビギナー2組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 9:00～11:25 試走 10:55～11:25
検車 10:35～11:50 ライダーズミーティング 11:25～11:35

スタート 12:05 スタート待機時間 11:50

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
171 新谷　敦史 シンタニ アツシ Kamiooka training team
172 先崎　薫 センザキ　カオル KLT
173 斎藤　義幸 サイトウ　ヨシユキ MCT
174 大西隆樹　隆樹 オオニシ　タカキ mostly sunny
175 清家　誉斗 セイケ　タカト RAFALe GEEK
176 松本　侑佑 マツモト　ユウスケ
177 山本　澪 ヤマモト　ミオ
178 二宮　真魚 ニノミヤ　マオ
179 上野　達弘 ウエノ　ミチヒロ
180 水野　晋宏 ミズノ　クニヒロ
181 江角　駿 エスミ シュン
182 柴田　敬 シバタ　サトシ 貧脚オヤジ
183 志田　雄司 シダ ユウジ 貧脚オヤジ
184 藤井　大輝 フジイ　タイキ
185 小林　剛 コバヤシ　ツヨシ
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ビギナー3組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 9:00～11:25 試走 10:55～11:25
検車 11:00～12:15 ライダーズミーティング 11:25～11:35

スタート 12:30 スタート待機時間 12:15

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
186 山本　雄哉 ヤマモト ユウヤ RIDELIFE GIANT
187 澁谷　剛 シブタニ　タケシ SHONAN AVANZAR
188 小藤　祐太朗 コフジ　ユウタロウ TMC
189 立川　満 タチカワ　ミツル ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ
190 浅井　慎吾 アサイ　シンゴ
191 金内　伸如 カネウチ ノブユキ
192 松原　司 マツバラ　ツカサ
193 梅原　悟 ウメハラ　サトル
194 渡辺　京介 ワタナベ　キョウスケ バルサミコ
195 傳田　聖也 デンダ　セイヤ バレンタインのチョコはもらってない
196 藤島　悠平 フジシマ　ユウヘイ ボンシャンス
197 辻本　幸平 ツジモト　コウヘイ 慶應サイクル部
198 塚田　悠仁 ツカダ　ユウト 慶應サイクル部
199 峯岸　健二 ミネギシ ケンジ 横プリ接客事業部
200 福田　克成 フクダ　カツナリ 貧脚マジ卍レーシング

ピュアビギナー1組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 21 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 11:00～12:15 試走 10:55～11:25
検車 11:25～12:40 ライダーズミーティング 12:15～12:25

スタート 12:55 スタート待機時間 12:40

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
201 栗原　宏和 クリハラ　ヒロカズ うさぎさんちーむ
202 梅澤　恵士 ウメザワ　ケイジ うさぎさんちーむ
203 松本　和仁 マツモト　カズヒト Team Gruppetto
204 田中　透麻 タナカ　トウマ TFR
205 高山　康秀 タカヤマ　ヤスヒデ TOKYO FUN RIDE
206 持斉　秀和 ジサイ　ヒデカズ VIVA☆ZAPPEI
207 鈴木　智也 スズキ　トモヤ GROVE鎌倉
208 山本　皓太 ヤマモト　コウタ
209 益田　明 マスダ　アキラ
210 木村　秀郎 キムラ　ヒデオ
211 小銭　悠太 コゼニ　ユウタ
212 勇　洋樹 イサミ　ヒロキ
213 高橋　正人 タカハシ　マサト
214 菅野　誠 スガノ マコト
215 平田　祐基 ヒラタ　ユウキ
216 彦久保　優紀 ヒコクボ　ユウキ
217 山本　優哉 ヤマモト　ユウヤ
218 武尾　拓磨 タケオ　タクマ
219 河合　竜志 カワイ　リュウジ
220 藤岡　傑 フジオカ　スグル
221 河原　翔吾 カワハラ　ショウゴ 葉月
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ピュアビギナー2組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 20 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 11:00～12:15 試走 10:55～11:25
検車 11:47～13:02 ライダーズミーティング 12:15～12:25

スタート 13:17 スタート待機時間 13:02

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
222 濱口　慶正 ハマグチ　ヨシマサ YOU CAN
223 原田　大祐 ハラダ　ダイスケ YOU CAN
224 川端　誠司 カワバタ　セイジ GSSC FUKUOKA
225 菅谷　優太 スガヤ　ユウタ HITACINO WORKS
226 越智　進太郎 オチ　シンタロウ IBM
227 老川　哲広 オイカワ　アキヒロ MCT
228 本田　風太 ホンダ　フウタ Speed Boys Racing 
229 吉田　佳祐 ヨシダ　ケイスケ
230 加藤　豊 カトウ　ユタカ
231 加藤　信二 カトウ シンジ
232 森　修弥 モリ　シュウヤ
233 日比　力也 ヒビ　リキヤ
234 郷司　飛馬 ゴウジ　ヒウマ
235 松園　泰樹 マツゾノ　ヒロキ
236 富田　駿 トミタ　スグル
237 大木　靖博 オオキ　ヤスヒロ
238 植草　海斗 ウエクサ　カイト
239 種村　和亮 タネムラ　カズアキ
240 名畑　紘二郎 ナバタ コウジロウ
241 千葉　修之介 チバ　シュウノスケ はにわコロシアム

女子一般クラス
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 5 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 11:00～12:15 試走 10:55～11:25
検車 12:10～13:25 ライダーズミーティング 12:15～12:25

スタート 13:40 スタート待機時間 13:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
242 澤田石　亜紀 サワダイシ　アキ cojica
243 羽多野　里香 ハタノ　リカ
244 石上　琴乃 イシガミ コノ High ambition womens cycling team

245 永井　愛衣 ナガイ　アイ トマト大好き
246 宇都宮　あゆみ ウツノミヤ　アユミ
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登録の部　女子
周回数  周（ローリング含む） エントリー 2 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:00～12:15 試走 10:55～11:25
検車 12:35～13:50 ライダーズミーティング スタート前諸注意実施

スタート 14:05 スタート待機時間 13:50

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
大堀 博美 オオホリ ヒロミ YOKOSUKA UNO RACING
佐藤 寿美 サトウ トシミ ドゥロワー

登録の部　エリート・Ｕ23
周回数 35 周（ローリング含む） エントリー 10 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:00～12:15 試走 10:55～11:25
検車 13:10～14:25 ライダーズミーティング スタート前諸注意実施

スタート 14:40 スタート待機時間 14:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 大塚 健太郎 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ YOKOSUKA UNO RACING
2 鈴木 快彰 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ YOKOSUKA UNO RACING
3 長谷川 智浩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ YOKOSUKA UNO RACING
4 長澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ YOKOSUKA UNO RACING
5 福吉 慎悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ YOKOSUKA UNO RACING
6 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
7 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ ドゥロワー
8 三平 隆文 ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ ｱｰﾃｨﾌｧｸﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
9 北村 虎之介 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 県立二宮高等学校

10 吉野 匠 ﾖｼﾉ ｼｮｳ 県立二宮高等学校
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