
ソロの部

ゼッケン 氏名 フリガナ チーム
1 江川　樹一郎 エガワ キイチロウ
2 川崎　芳晴 カワサキ　ヨシハル Rapha Cycling Club
3 曽原　一夫 ソハラ カズオ
4 小見　英之 オミ ヒデユキ 39x27
5 鷲頭　雄一 ワシズ ユウイチ セマスＲ新松戸
6 天野　龍司 アマノ リュウジ RYUS
7 八島　秀隆 ヤシマ ヒデタカ チバポンズかわぐち農園
8 佐藤　秀昭 サトウ ヒデアキ
9 宮田　大 ミヤタ ダイ 日本ろう自転車競技協会

10 會川　和己 アイカワ カズミ チーム組める友達ってどうしたら出来るんだろ…
11 箕浦　良治 ミノウラ ヨシハル
12 形山　直人 カタヤマ ナオト Sotook Racing
13 小林　雄仁 コバヤシ ユウジ
14 篠原　郁雄 シノハラ　イクオ TEAM RAVEN
15 中澤　佳邦 ナカザワ ヨシクニ おこめくらぶSCC
16 島田　渉 シマダ ワタル BSN RAVEN
17 福田　由美子 フクダ ユミコ BSN　Reina
18 大澤　正史 オオサワ マサシ グラン・デパ-ル
19 山木　康平 ヤマキ コウヘイ
20 河合　玄太 カワイ ゲンタ リベルタスTBC
21 植木　敦生 ウエキ アツオ おこめくらぶ
22 松谷　徹 マツタニ トオル TEAM DOMATES
23 鈴木　龍児 スズキ　リュウジ
24 門倉　徳彦 カドクラ ノリヒコ グラン・デパール
25 平野　陽平 ヒラノ ヨウヘイ
26 田野　龍平 タノ　リュウヘイ おこめくらぶ
27 小村　将一 コムラ ショウイチ
28 早瀬　久美 ハヤセ クミ 日本ろう自転車競技協会
29 海冨　拓也 カイフ タクヤ 海冨牧場
30 神保　豪 ジンボ　ゴウ グランデパール
31 三浦　喜明 ミウラ ヨシアキ Team MIURA
32 渡辺　源 ワタナベ ゲン BOUNCE
33 浅井　秀樹 アサイ ヒデキ USM
34 久保　義二 クボ　ヨシジ 千代田エネルギー
35 須田　陽夫 スダ アキオ いわな工房
36 岡田　健次 オカダ ケンジ いわな工房
37 桑原　登 クワバラ ノボル
38 森　美穂子 モリ ミホコ BOUNCE
39 吉田　健太郎 ヨシダ　ケンタロウ TRC
40 太田　健 オオタ ケン
41 中野　隆 ナカノ タカシ ソニックブーム勇輪会
42 山瀧　純一 ヤマタキ ジュンイチ 山瀧軍団
43 土屋　清 ツチヤ キヨシ
44 弥政　森介 イヨマサ　シンスケ
45 大濱　英亨 オオハマ ヒデアキ 湘南レーシングチーム
46 中重　斉 ナカシゲ　ヒトシ Team Bremen
47 小西　伸明 コニシ ノブアキ
48 西山　隆章 ニシヤマ　タカアキ たぬき小屋
49 笠井　哲也 カサイ テツヤ 地球害生命軍
50 須藤　慎二 ストウ シンジ
51 小杉　優也 コスギ　ユウヤ
52 倉林　政幸 クラハ゛ヤシ マサユキチームJam
53 川島　幸起 カワシマ コウキ
54 野口　智 ノグチ サトシ らいどふりぃくす
55 岡本　健 オカモト タケシ 人車一体



チームの部
2人チーム
ゼッケン メンバー１ ふりがな１ メンバー２ ふりがな２

61 齋藤　聡 サイトウ サトシ 植田　一功 ウエタ　イッコウ
62 吉田　剛志 ヨシダ タカシ 吉田　友哉 ヨシダ　トモヤ
63 中嶋　敏雄 ナカジマ トシオ 中嶋　博文 ナカジマ　ヒロフミ
64 平井　啓資 ヒライ ケイスケ 武市　佳人 タケイチ　ヨシヒト
65 阿部　順一 アベ ジュンイチ 阿部　あや アベ　アヤ
66 川野　太雅 カワノ タイガ 小林　慧紀 こばやし　さとき
67 川野　碧己 カワノ アオキ 高本　亮太 こうもと　りょうた
68 竹田　佳行 タケダ ヨシユキ 波田　正之 ハタ　マサユキ

3人チーム
ゼッケン メンバー１ ふりがな１ メンバー２ ふりがな２ メンバー３ ふりがな３

71 金子　瑞樹 カネコ ミズキ 山口　訓澄 ヤマグチ　ノリスミ 山下　毅 ヤマシタ　タケシ
72 三田　雄吉 ミタ ユウキチ 幾代　玄 イクヨ　ハルカ 田中　秀幸 タナカ　ヒデユキ
73 五十嵐　一人 イガラシ カズト 藤澤　英夫 フジサワ　ヒデオ 平野　利浩 ヒラノ　トシヒロ
74 上野　悠佑太 ウエノ ユウタ 後藤　大地 ゴトウ　ダイチ 井上　智樹 イノウエ　トモキ
75 福王寺　一樹 フクオウジ イツキ 福王寺　大樹 フクオウジ　ヒロキ 福王寺　啓子 フクオウジ　ケイコ

4人チーム
ゼッケン メンバー１ ふりがな１ メンバー２ ふりがな２ メンバー３ ふりがな３ メンバー４ ふりがな４

81 早川　学 ハヤカワ マナブ 広瀬　由紀 ヒロセ　ユキ 矢野　浩一 ヤノ　コウイチ 加藤 典保 カトウ ノリヤス
82
83
84
85

5人チーム
ゼッケン メンバー１ ふりがな１ メンバー２ ふりがな２ メンバー３ ふりがな３ メンバー４ ふりがな４ メンバー５ ふりがな５

91 佐々木　麗 ササキ　レイ 吉田　稔 ヨシダ　ミノル 板橋　徹 イタバシ　トオル 和田　修 ワダ　オサム 飯田　智子 イイダ　トモコ
92 佐野　元重 サノ モトシゲ 光永　翔香 ミツナガ　ショウカ 光永　寛菜 ミツナガ　カンナ 光永　樹理 ミツナガ　ジュリ 井上　浩一 イノウエ　コウイチ
93 茂木　昇 モギ ノボル 石田　頼康 イシダ　ヨリヤス 岩脇　資典 イワワキ　モトノリ 石川　直希 イシカワ　ナオキ 坂田　英麻 サカタ　ヒデオ
94 澤村　健太郎 サワムラ ケンタロウ中澤　潤 ナカザワ　ジュン 奥野　晃茂 オクノ　テルシゲ 新川　桂太郎 シンカワ　ケイタロウ伊藤　彰秀 イトウ　アキヒデ
95

チーム

2020Limited846/Team-K 高校生チーム
2020Limited846/Team-K 中坊チーム
kei'spower!
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