
クラス名：男子19～29歳クラス 102名

スタート時間 9:00
ゼッケン 2001～2150

色 白
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

2001 数馬 清宏 カズマ キヨヒロ エンドウ商会
2002 橋本 和雅 ハシモト カズマサ
2003 梶 慧士 カジ ケイシ ＦＧＡ
2004 宮本 啓行 ミヤモト ヒロユキ
2005 岡本 健太郎 オカモト ケンタロウ
2006 村井 淳 ムライ ジュン
2007 鈴木 岳志 スズキ タケシ ＷＡＰＰＡ
2008 石川 淳史 イシカワ アツシ
2009 奥秋 篤 オクアキ アツシ
2010 古谷野 穣治 コヤノ ジョウジ ワイズロード
2011 上田 雄也 ウエダ ユウヤ
2012 辰田 和穂 タツタ カズオ
2013 土屋 惇 ツチヤ ジュン
2014 青木 祐介 アオキ ユウスケ
2015 羽田 健太 ハネダ ケンタ ワンダー
2016 佐々木 貴英 ササキ タカヒロ ワンダー
2017 福地 颯人 フクチ ハヤト ワンダー
2018 新 陵輔 アタラシ リョウスケ
2019 鈴木 恒良 スズキ ツネヨシ
2020 神田 浩平 カンダ コウヘイ エンドウ商会
2021 今野 裕貴 コンノ ヒロキ エンドウ商会
2022 金子 元気 カネコ ゲンキ ＥＶＢＣ
2023 吉場 晃義 ヨシバ アキヨシ
2024 添野 将矢 ソエノ マサヤ 山本軍団
2025 藤井 瑛人 フジイ アキト 成城石井
2026 和田 崇秀 ワダ タカヒデ
2027 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ 行田総合病院
2028 山田 耕平 ヤマダ コウヘイ
2029 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ
2030 上野 弦樹 ウエノ ゲンキ ウェルダン
2031 篠宮 徹哉 シノミヤ テツヤ
2032 矢内 尚人 ヤウチ ナオト クロチェリスタ
2033 籔田 貴之 ヤブタ タカユキ
2034 木下 史啓 キノシタ フミヒロ
2035 村田 陽亮 ムラタ ヨウスケ
2036 塩谷 咲人 シオヤ サキト エンドウ商会
2037 田中 敏樹 タナカ トシキ ベックスイソヤ
2038 松田 健太郎 マツダ ケンタロウ
2039 後藤 太希 ゴトウ タイキ
2040 吉田 通寅 ヨシダ ミチノブ 日野自動車
2041 佐々木 翔 ササキ ショウ ＢＳＣ
2042 小島 英気 コジマ エイキ ＢＳＣ
2043 岡部 裕介 オカベ ユウスケ ＢＳＣ
2044 玉木 翔 タマキ ショウ ニコン
2045 土井 賢太 ドイ ケンタ
2046 八ヶ代 潤一 ヤガシロ ジュンイチ SBC湘南藤沢
2047 大津 堯博 オオツ タカヒロ SBC湘南藤沢
2048 武井 雄一郎 タケイ ユウイチロウ SBC厚木
2049 竹中 純也 タケナカ ジュンヤ SBC厚木
2050 小沼 拓央 オヌマ タクオ SBC厚木
2051 黒田 侑 クロダ ユウ グルペット
2052 小林 稜 コバヤシ リョウ



クラス名：男子19～29歳クラス
スタート時間 9:00

ゼッケン 2001～2150
色 白

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
2053 山田 翔 ヤマダ ショウ ノグチＲＣ
2054 青木 佑樹 アオキ ユウキ
2055 土屋 修平 ツチヤ シュウヘイ
2056 深井 将紀 フカイ マサキ
2057 柳澤 創太 ヤナギサワ ソウタ
2058 福島 彰男 フクシマ アキオ グルペット
2059 梶原 啓吾 カジワラ ケイゴ
2060 川浪 祐太 カワナミ ユウタ
2061 佐々木 遼 ササキ リョウ ＧＯＣＨＩ
2062 蛭田 智啓 ヒルタ トシヒロ
2063 後藤 大輝 ゴトウ ヒロキ
2064 太田 智 オオタ サトシ
2065 上田 拓也 ウエダ タクヤ
2066 高山 知拡 タカヤマ トモヒロ ＳＦＤ
2067 槐 三稜 エンジュ ミクリ 魚力
2068 川原垣 昌利 カワラガキ マサトシ
2069 森田 真司 モリタ シンジ
2070 井上 佳紀 イノウエ ヨシキ 首都大学東京
2071 池田 圭輔 イケダ ケイスケ
2072 伊藤 洋平 イトウ ヨウヘイ 武蔵大学サイク
2073 山野井 悠希 ヤマノイ ユウキ 武蔵大学
2074 長嶋 耕助 ナガシマ コウスケ
2075 伊藤 匠吾 イトウ ショウゴ
2076 川本 達浩 カワモト タツヒロ
2077 渡邊 慧 ワタナベ ケイ Ｔ．Ｃ．Ｃ．Ｃ
2078 田中 大平 タナカ タイヘイ Ｔ．Ｃ．Ｃ．Ｃ
2079 川辺 将剛 カワベ マサヨシ Ｔ．Ｃ．Ｃ．Ｃ
2080 鶴田 貴紀 ツルタ タカノリ
2081 澤田 翼 サワダ ツバサ ヒジカタサイク
2082 関根 渓 セキネ ケイ
2083 水田 文弥 ミズタ フミヤ 石川小学校
2084 中村 直樹 ナカムラ ナオキ
2085 只川 明 タダカワ アキラ
2086 大谷 日出登 オオタニ ヒデト
2087 井上 勉 イノウエ ツトム
2088 長島 悠貴 ナガシマ ユウキ
2089 鈴木 智康 スズキ トモヤス
2090 大森 健太 オオモリ ケンタ
2091 浜本 隼生 ハマモト シュンキ
2092 村田 優介 ムラタ ユウスケ 武蔵大学
2093 高橋 恵吾 タカハシ ケイゴ SBC湘南藤沢
2094 木村 亘 キムラ コウ イワタボルト
2095 桑島 大志 クワジマ タイシ グルペット
2096 田中 洋平 タナカ ヨウヘイ
2097 眞榮城 玄太 マエシロ ゲンタ
2098 栗原 拓也 クリハラ タクヤ
2099 芦川 光慶 アシカワ ミツヨシ
2100 野見山 翔太 ノミヤマ ショウタ
2101 藤田 和哲 フジタ カズアキ
2102 石田 浩己 イシダ ヒロキ ＳＢＣ湘南藤沢
2103 汐月 隆仁 シオツキ タカヒト
2104 白江 健太郎 シラエ ケンタロウ Ｔｅａｍ３３
2105 岩崎 知宏 イワサキ トモヒロ エンジ東京



クラス名：男子50～59歳クラス＋男子60歳以上クラス

スタート時間 9:05
ゼッケン 5001～5102

色 青

50歳代の部 102名
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

5001 石井 拓人 イシイ タクト チーム　エルモ
5002 鈴木 幸一 スズキ コウイチ
5003 井上 浩孝 イノウエ ヒロタカ
5004 日比野 誠 ヒビノ マコト ちゅんちゅん
5005 西條 充洋 サイジョウ ミチヒロ 西條歯科医院
5006 伊香 誠 イコウ マコト 和田サイクル
5007 田熊 清継 タクマ キヨツグ 川崎市立病院
5008 横山 誠一 ヨコヤマ セイイチ
5009 加藤 高生 カトウ タカオ パインヒルズ
5010 芳賀 隆 ハガ タカシ ＲＳＣＣ
5011 赤羽 永寿 アカハネ エイジュ
5012 斉藤 健児 サイトウ ケンジ バレルハウス
5013 豊嶋 遊戈 トヨシマ ユウカ モンテラック
5014 布施 浩三 フセ コウゾウ ＦＲＴ
5015 西澤 貞明 ニシザワ サダアキ
5016 波多野 隆紹 ハタノ タカアキ コード・ピラタ
5017 小澤 慶祐 オザワ ケイスケ
5018 石井 晋一 イシイ シンイチ 湘南レーシング
5019 三田 信二 ミタ シンジ
5020 川内野 敏郎 カワチノ トシロウ チームボムボム
5021 鈴木 達也 スズキ タツヤ Ｃｌｏｕｄ９
5022 井原 利幸 イハラ トシユキ ホットロード
5023 佐野 和夫 サノ カズオ
5024 花井 達夫 ハナイ タツオ パシフィック
5025 小櫃 博 コビツ ヒロシ
5026 森本 直之 モリモト ナオユキ
5027 遠藤 貴行 エンドウ タカユキ ＴＺＥ
5028 登守 恭男 トモリ ヤスオ ＣＯＭＰＡＲＥ
5029 岩本 靖士 イワモト ヤスシ
5030 岩山 年秀 イワヤマ トシヒデ ＫＲＣ
5031 石橋 聡 イシバシ サトル フリーフォール
5032 大森 誠 オオモリ マコト
5033 萩原 英之 ハギワラ ヒデユキ 海老名総合病院
5034 木内 邦彦 キウチ クニヒコ
5035 太田 義盛 オオタ ヨシモリ ヤビツしまだ組
5036 横森 智 ヨコモリ サトシ
5037 松澤 賢一 マツザワ ケンイチ 嘱託職員
5038 麻生 治雄 アソウ ハルオ
5039 戸嶋 次介 トシマ ジカイ
5040 望月 昇 モチヅキ ノボル シクロクラブ
5041 工藤 弘幸 クドウ ヒロユキ
5042 藤平 克浩 フジヒラ カツヒロ プントロッソ
5043 丸山 徳王 マルヤマ ノリオ
5044 阿南 芳樹 アナミ ヨシキ バイクルプラザ
5045 寺島 昇 テラシマ ノボル
5046 白川 弘樹 シラカワ ヒロキ アンスペ
5047 冨山 裕高 トミヤマ ヒロタカ 日産工機（株）
5048 中野 裕章 ナカノ ヒロアキ カラコルムＲＣ
5049 新井 信利 アライ ノブトシ
5050 古賀 暁彦 コガ アキヒコ



クラス名：男子50～59歳クラス＋男子60歳以上クラス
スタート時間 9:05

ゼッケン 5001～5102
色 青

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
5051 高澤 一巳 タカザワ カズミ
5052 藤井 宏公 フジイ ヒロマサ
5053 今井 賢一 イマイ ケンイチ ＪＲＣ
5054 夏目 敏己 ナツメ トシミ
5055 小池 誠一 コイケ セイイチ シャニアライツ
5056 武石 昌明 タケイシ マサアキ
5057 土屋 和巳 ツチヤ カズミ カラコルム
5058 浜口 賢次 ハマグチ ケンジ チーム浜口
5059 立川 満 タチカワ ミツル チームラバネロ
5060 木口 勝海 キグチ カツミ ＨＧＳＴ
5061 戸辺 徹 トベ トオル
5062 松本 龍二 マツモト リョウジ ＦＧＡ
5063 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ
5064 三浦 正 ミウラ タダシ 横浜市役所
5065 海津 靖弘 カイヅ ヤスヒロ ＰＩＲＡＴＡ
5066 下條 恭永 シモジョウ ヤスナガ
5067 渡辺 義夫 ワタナベ ヨシオ Ｏｒｃａｃａ
5068 山下 英昭 ヤマシタ ヒデアキ あそんでーる
5069 野尻 剛二郎 ノジリ コウジロウ ＡＴＡ青山
5070 ブレイク イアンブレイク イアン アイビイアイピ
5071 茂木 秀樹 モギ ヒデキ ヤマネチ
5072 松野 仁 マツノ ヒトシ
5073 伊藤 和行 イトウ カズユキ
5074 村越 隆 ムラコシ タカシ
5075 千葉 宗正 チバ ムネマサ
5076 山本 昌宏 ヤマモト マサヒロ ｅｑナカムラ
5077 牧野 豊 マキノ ユタカ
5078 吉備 祐之 キビ ヒロユキ
5079 河上 隆 カワカミ タカシ ＳＢＣ厚木
5080 清水 篤二 シミズ トクジ ＳＢＣ湘南藤沢
5081 渡辺 篤郎 ワタナベ アツロウ
5082 内川 健 ウチカワ タケシ 三浦市立病院
5083 鈴木 歩 スズキ アユミ
5084 二瓶 祥 ニヘイ アキラ 厚木清南高校
5085 岡田 辰巳 オカダ タツミ
5086 春原 伸一 スノハラ シンイチ
5087 山下 剛秀 ヤマシタ タケヒデ ＫＡＦＴＨＹ
5088 平松 英雄 ヒラマツ ヒデオ
5089 岩崎 純 イワサキ ジュン
5090 谷澤 猛 タニザワ タケシ ＴＡＣ
5091 岡本 敏介 オカモト トシユキ
5092 権藤 淳 ゴンドウ スナオ
5093 永田 毅 ナガタ ツヨシ ＡｒｓＮｏｖａ
5094 曽我 修次 ソガ シュウジ 正太郎Ｒ
5095 印南 裕二 インナミ ユウジ
5096 田辺 正人 タナベ マサト
5097 石井 信嘉 イシイ ノブヨシ チームＮＯＢ
5098 大塲 学 オオバ マナブ サンワネッツ
5099 市村 章 イチムラ アキラ Ｒ１３４クラブ
5100 沼田 和之 ヌマタ カズユキ
5101 曽我 邦行 ソガ クニユキ
5102 内山 富男 ウチヤマ トミオ



クラス名：男子50～59歳クラス＋男子60歳以上クラス

スタート時間 9:05
ゼッケン 6001～

色 オレンジ

60歳以上の部 20名
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

6001 溪 裕司 タニ ユウジ
6002 児玉 一 コダマ ハジメ
6003 深瀬 辰男 フカセ タツオ ＮＡＳ聖蹟桜丘
6004 松村 芳陽 マツムラ ヨシアキ 浅利クリニック
6005 鈴木 誠一 スズキ セイイチ 湘南ＦＡＲＣ
6006 青木 久夫 アオキ ヒサオ
6007 佐藤 三男 サトウ ミツオ 亀の子
6008 高山 信行 タカヤマ ノブユキ サブスリー
6009 大森 英史 オオモリ ヒデフミ
6010 尾崎 保弘 オザキ ヤスヒロ チームまるいち
6011 木村 仁彦 キムラ キミヒコ
6012 古野 章久 フルノ アキヒサ
6013 奥原 敏 オクハラ サトシ ＨＩＲＡＫＯ
6014 三谷 信之 ミタニ ノブユキ
6015 中村 重嗣 ナカムラ シゲツグ
6016 河俣 利夫 カワマタ トシオ エンドウ商会
6017 長谷川 正悟 ハセガワ ショウゴ
6018 木下 尚行 キノシタ タカユキ
6019 山本 正和 ヤマモト マサカズ
6020 遠田 誠 トウダ マコト パル
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030



クラス名：全女子クラス 38名

スタート時間 9:10 ゲスト:ガールズケイリン招待選手より
ゼッケン 101～

色 黄

クラス ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
女子チャンピオン 101 大谷 梢 オオタニ コズエ 湘南ベルマーレ
女子チャンピオン 102 佐藤水菜 サトウ ミナ 湘南愛輪会
女子チャンピオン 103 矢田寿々 ヤタ スズ 伊豆CSC
女子チャンピオン 104 船橋 星来 フナバシ セラ ラバネロ
女子チャンピオン 105 ガールズケイリン招待選手
女子市民 111 竹田 祐子 タケダ ユウコ いそや友の会
女子市民 112 木村 純 キムラ ジュン ＴＥＡＭ　Ｙ
女子市民 113 北條 直美 ホウジョウ ナオミ ウォークライド
女子市民 114 松本 瑞枝 マツモト ミヅエ ＴＥＡＭ３３
女子市民 115 新井 理恵 アライ リエ
女子市民 116 望月 美和子 モチヅキ ミワコ 興津螺旋（株）
女子市民 117 渡辺 佳織 ワタナベ カオリ ＳＯＮＩＣ
女子市民 118 奥山 真理子 オクヤマ マリコ エンドウ商会
女子市民 119 川添 尋美 カワゾエ ヒロミ エンドウ商会
女子市民 120 宮崎 さやの ミヤザキ サヤノ チーム風輪
女子市民 121 宮脇 綾希 ミヤワキ アキ
女子市民 122 木村 香織 キムラ カオリ
女子市民 123 武部 彩 タケベ アヤ
女子市民 124 村沢 みの実 ムラサワ ミノミ
女子市民 125 斉藤 久美子 サイトウ クミコ
女子市民 126 須藤 敦子 ストウ アツコ
女子市民 127 刑部 みのり ギョウブ ミノリ
女子市民 128 大坪 真里子 オオツボ マリコ
女子市民 129 飯田 恵子 イイダ ケイコ
女子市民 130 小浜 美智代 コハマ ミチヨ ＳＢＣ湘南藤沢
女子市民 131 小川 雅子 オガワ マサコ SBC厚木
女子市民 132 鴨志田 恵里 カモシダ エリ
女子市民 133 丹野 彩子 タンノ アヤコ
女子市民 134 若林 志保 ワカバヤシ シホ
女子市民 135 矢部 悦子 ヤベ エツコ
女子市民 136 田中 彩佳 タナカ アヤカ
女子市民 137 石井 昌美 イシイ マサミ 正太郎レーシン
女子市民 138 西本 美保 ニシモト ミホ
女子市民 139 村瀬 美緒 ムラセ ミオ
女子市民 140 錦織 舞 ニシゴリ マイ
女子市民 141 加藤 ひかり カトウ ヒカリ
女子市民 142 佐太木 恵 サタキ メグミ
女子市民 143 太田 瑞帆 オオタ ミズホ SBC湘南藤沢



クラス名：男子チャンピオン、中学生チャンピオン、高校生チャンピオン
スタート時間 9:15 チャンピオン　19名

ゼッケン １～ 高校生　27名
色 白 中学生　2名

クラス ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
チャンピオン 1 渡辺 佑樹 ワタナベ ユウキ ＳＯＮＩＣ
チャンピオン 2 Johannes Tuhafeni Hamunyela Namibia
チャンピオン 3 松田 健太 マツダ ケンタ ファントム湘南
チャンピオン 4 前田 幸久 マエダ ユキヒサ ユルレロ
チャンピオン
チャンピオン
チャンピオン 7 浜田 高弘 ハマダ タカヒロ
チャンピオン 8 山口 伸一 ヤマグチ シンイチ Ｆ２ＣＣ
チャンピオン 9 李 相雨 イ サンウ トサバン
チャンピオン 10 菅原 雄一 スガワラ ユウイチ
チャンピオン 11 近兼 浩嗣 チカカネ ヒロシ
チャンピオン 12 西本 宗史 ニシモト ムネフミ
チャンピオン 13 大野 直樹 オオノ ナオキ ワコーサイクリ
チャンピオン
チャンピオン
チャンピオン 16 白石 哲也 シライシ テツヤ シライシケイリ
チャンピオン 17 伊藤 洋二 イトウ ヨウジ
チャンピオン 18 本田 玲緒 ホンダ レオ 東京工業大学
チャンピオン 19 CHIMAN LEE

高校生 21 佐藤 岳龍 サトウ タケル
高校生 22 古川 裕真 フルカワ ユウマ ＳＭ　Ｂｒｏｓ
高校生 23 ブレイク 波里緯 ブレイク ハリイ アイビイアイピ
高校生 24 永田 大岳 ナガタ ヒロタケ
高校生 25 清水 崇志 シミズ タカシ バイクタウン
高校生 26 山本 勝太 ヤマモト ショウタ 平塚工科高校
高校生 27 井関 啓太 イセキ ケイタ ＳＢＣ厚木
高校生 28 宮谷 真白 ミヤタニ マシロ SBC厚木
高校生 29 今井 大悟 イマイ ダイゴ ＯＧＧＩ
高校生 30 谷口 太郎 タニグチ タロウ
高校生 31 服部 泰之 ハットリ ヤスユキ 伊豆総合高校
高校生 32 本田 風太 ホンダ フウタ 武相
高校生 33 櫻庭 悠真 サクラバ ユウマ 城山高校
高校生 34 高橋 里氏 タカハシ サトシ ＹＯＵＣＡＮ
高校生 35 鈴木 薫 スズキ カオル 神奈川総合産業
高校生 36 堀内 永吉 ホリウチ エイキチ 神奈川総合産業
高校生 37 今倉 淳志 イマクラ アツシ 東京都市大付
高校生 38 永田 琉晟 ナガタ リュウセイ 島田樟誠高校
高校生 39 田中 知樹 タナカ トモキ
高校生 40 山﨑 蓮司 ヤマザキ レンジ
高校生 41 鈴木 一磨 スズキ カズマ
高校生 42 田 晟 デン セイ 錦城学園
高校生 43 波田野 達 ハタノ イタル 土気高校
高校生 44 井上 大征 イノウエ タイセイ
高校生 45 飯田 涼太 イイダ リョウタ １００マイルズ
高校生 46 井澤 龍信 イザワ タツノブ 平塚農業高校
高校生 47 金城 至 キンジョウ イタル 大和高校

中学生 49 小山田 亮 オヤマダ リョウ 岳陽中
中学生 50 浅野 心之輔 アサノ シンノスケ 港北ロード



クラス名：80ｋｇ超級、男子フラットバ、ファットバイク、シングルフリー

スタート時間 9:20 80ｋｇ超級 33名
ゼッケン 8001～、 201～ 男子シングルフリー　2名

色 紫 男子フラットバー　11名　　ファットバイク　2名
クラス ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

80ｋｇ超級 8001 伊藤 達也 イトウ タツヤ グルペット
80ｋｇ超級 8002 大田 洋 オオタ ヨウ
80ｋｇ超級 8003 寶村 雅彦 タカラムラ マサヒコ
80ｋｇ超級 8004 佐藤 達也 サトウ タツヤ ＣＦアライ
80ｋｇ超級 8005 須永 領平 スナガ リョウヘイ ＫＣＲＣ
80ｋｇ超級 8006 楳澤 正臣 ウメザワ マサオミ ＴＺＥ
80ｋｇ超級 8007 濱野 大輔 ハマノ ダイスケ
80ｋｇ超級 8008 佐々木 勉 ササキ ツトム
80ｋｇ超級 8009 加藤 徹 カトウ トオル
80ｋｇ超級 8010 土肥 勝 ドヒ マサル だぶるまあＨＣ
80ｋｇ超級 8011 阿久澤 義徳 アクザワ ヨシノリ
80ｋｇ超級 8012 竹内 栄哉 タケウチ ヒデヤ
80ｋｇ超級 8013 鈴木 智洋 スズキ トモヒロ えきさいくる
80ｋｇ超級 8014 寺澤 雄一 テラサワ ユウイチ エンドウ商会
80ｋｇ超級 8015 小杉 智 コスギ サトシ ＮＳ自転車部
80ｋｇ超級 8016 田邊 宗広 タナベ ムネヒロ
80ｋｇ超級 8017 高橋 修二 タカハシ シュウジ
80ｋｇ超級 8018 久下谷 任祥 クガヤ ヒデアキ ＳＢＣ湘南藤沢
80ｋｇ超級 8019 石 悠太 イシ ユウタ SBC厚木
80ｋｇ超級 8020 冨岡 敦志 トミオカ アツシ SBC厚木
80ｋｇ超級 8021 小鮒 功明 コブナ ヨシアキ
80ｋｇ超級 8022 伊藤 ヨージ イトウ ヨージ
80ｋｇ超級 8023 阿部 智 アベ サトシ
80ｋｇ超級 8024 小川 礼嗣 オガワ レイジ
80ｋｇ超級 8025 田中 亮平 タナカ リョウヘイ スズパワー
80ｋｇ超級 8026 露木 博一 ツユキ ヒロカズ ＲＳＣＣ
80ｋｇ超級 8027 吉川 大輔 ヨシカワ ダイスケ
80ｋｇ超級 8028 阿部 智之 アベ トモユキ Ｔ．Ｃ．Ｃ．Ｃ
80ｋｇ超級 8029 望月 優 モチヅキ ユウ デンカ生研
80ｋｇ超級 8030 石野 聡 イシノ サトシ
80ｋｇ超級 8031 宮本 夏樹 ミヤモト ナツキ
80ｋｇ超級 8032 成枝 祐次 ナリエダ ユウジ
80ｋｇ超級 8033 市川 英昭 イチカワ ヒデアキ 湘南愛輪会
80ｋｇ超級 8034 長田 将士 オサダ マサシ ＳＢＣ湘南藤沢
80ｋｇ超級 8035 競輪選手会ゲスト

男子シングルフリー 201 郷司 飛馬 ゴウジ ヒウマ
男子シングルフリー 202 河野 栄治 コウノ エイジ ハイドロパワー
男子フラットバー 211 土橋 弘靖 ドバシ ヒロヤス くすりランド
男子フラットバー 212 長谷川 健 ハセガワ タケシ 熱川温泉病院
男子フラットバー 213 木村 貢大 キムラ ツグヒロ ぼっち
男子フラットバー 214 岩本 正憲 イワモト マサノリ
男子フラットバー 215 川尻 将大 カワジリ マサヒロ
男子フラットバー 216 千手 俊洋 センジュ トシヒロ
男子フラットバー 217 板谷 剣 イタタニ ツルギ
男子フラットバー 218 千葉 慧裕 チバ ケンスケ
男子フラットバー 219 木村 新 キムラ アラタ
男子フラットバー 220 大吉 富夫 オオヨシ トミオ
男子フラットバー 221 野津 厚 ノヅ アツシ 港空研
ファットバイク 231 宇佐美 明英 ウサミ アキヨシ
ファットバイク 232 澤田 健 サワダ ケン



クラス名： 男子30～39歳クラス　1組目 77名

スタート時間 10:30
ゼッケン 3001～3150

色 青

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
3001 魚住 洋平 ウオズミ ヨウヘイ
3002 高野 潤 タカノ ジュン
3003 山森 正人 ヤマモリ マサト ＥＨＣＳＣ
3004 滝田 大介 タキタ ダイスケ
3005 末次 俊介 スエツグ シュンスケ
3006 佐藤 実 サトウ ミノル プレシャス
3007 福井 昭倫 フクイ アキノリ ＳＦＤ
3008 奈良 智晃 ナラ トモアキ 湘南浪漫
3009 水野 広大 ミズノ コウダイ Ｋ＆Ｋ
3010 澤原 翔 サワハラ ショウ ちりりんＲＣ
3011 櫻井 謙太 サクライ ケンタ ＨＣＣ長征班
3012 佐々木 真澄 ササキ マスミ
3013 不破 修 フワ オサム
3014 田坂 圭吾 タサカ ケイゴ
3015 佐伯 享昭 サエキ タカアキ 極酔会
3016 伊藤 正明 イトウ マサアキ ＭＮＴ
3017 篠原 智昭 シノハラ トモアキ
3018 杉本 進也 スギモト シンヤ チーム鉄下駄
3019 塩谷 直紀 シオヤ ナオキ
3020 相賀 崇 オオガ タカシ
3021 内藤 寿生 ナイトウ ヒサオ
3022 尾藤 貴之 ビトウ タカユキ ＴＺＥ
3023 河田 徹也 カワタ テツヤ ＦＧＡ
3024 工藤 政幸 クドウ マサユキ
3025 松川 哲 マツカワ サトシ 航空自衛隊
3026 大曽根 和登 オオソネ カズト
3027 山田 博文 ヤマダ ヒロフミ ＡＴｒＢ＆Ｇ
3028 梅原 敏弘 ウメハラ トシヒロ コギームエット
3029 畠山 卓也 ハタケヤマ タクヤ
3030 樋口 良弘 ヒグチ ヨシヒロ
3031 宇野 雄一郎 ウノ ユウイチロウ チガロード
3032 工藤 タカユキ クドウ タカユキ
3033 角地 真 カクチ マコト
3034 土肥 桂介 トヒ ケイスケ
3035 前田 貴政 マエダ タカマサ
3036 太田 明宏 オオタ アキヒロ ＰＴＴ
3037 花田 俊太 ハナダ シュンタ
3038 橋本 賢也 ハシモト ケンヤ たかだフレンド
3039 佐々木 亮人 ササキ アキト
3040 大橋 隆 オオハシ タカシ
3041 大橋 基 オオハシ モトイ
3042 長澤 蔵也 ナガサワ マサヤ
3043 池田 駿 イケダ シュン
3044 宗 泰助 ソウ タイスケ ｉＳＺＢＭ
3045 堀之内 俊 ホリノウチ シュン レガーミ湘南
3046 近 裕 コン ヒロシ
3047 会田 俊介 アイダ シュンスケ チームイトマン
3048 照山 聖岳 テルヤマ キヨタケ
3049 中台 尚樹 ナカダイ ナオキ
3050 野田 真一 ノダ シンイチ



クラス名：男子30～39歳クラス　1組目

スタート時間 10:30
ゼッケン 3001～3150

色 青

ゼッケン 氏名 フリガナ
3051 市川 亮 イチカワ リョウ 湘南浪漫
3052 橋本 温之 ハシモト アツシ SBC厚木
3053 元市 裕久 モトイチ ヒロヒサ ＳＢＣ
3054 伊藤 羊介 イトウ ヨウスケ ＶＩＶＡ雑兵
3055 市村 貴明 イチムラ タカアキ
3056 飯島 将来 イイジマ マサキ コギー青葉台
3057 五十嵐 和也 イガラシ カズヤ
3058 土屋 正 ツチヤ タダシ ＹＯＵＣＡＮ
3059 鳥越 賢 トリコシ マサル
3060 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ エンドウ商会
3061 井上 智博 イノウエ トモヒロ エンドウ商会
3062 石井 純一 イシイ ジュンイチ エンドウ商会
3063 菅野 誠 スガノ マコト
3064 竹村 道 タケムル トオル
3065 青井 慎吾 アオイ シンゴ
3066 高橋 伸吾 タカハシ シンゴ 高崎
3067 土肥 亮太 ドヒ リョウタ 北高文芸部
3068 西 知佳 ニシ ハルカ
3069 高村 達史 タカムラ タツシ
3070 孫田 寛之 ソンタ ヒロユキ
3071 鈴木 智之 スズキ トモユキ
3072 江口 彰良 エグチ アキヨシ
3073 西村 信一 ニシムラ シンイチ
3074 原 俊司 ハラ シュンジ 多摩ポタ
3075 千葉 桂 チバ カツラ
3076 外山 剛士 ソトヤマ タケシ ＴＥＡＭＭＡＤ
3077 橋爪 大樹 ハシヅメ ヒロキ



クラス名：男子30～39歳クラス　２組目 77名

スタート時間 10:35
ゼッケン 3151～3300

色 黄

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
3151 柳田 靖 ヤナギタ ヤスシ
3152 高梨 一 タカナシ ハジメ ＧＲＯＶＥ宮前
3153 岡崎 大典 オカザキ ダイスケ Ｑｒａｎｋ
3154 田中 将 タナカ マサル
3155 舘野 善宗 タテノ ヨシヒロ 湘南浪漫
3156 近藤 亮介 コンドウ リョウスケ
3157 小林 浩 コバヤシ ヒロシ
3158 伊藤 誓悟 イトウ セイゴ
3159 豊島 良彦 トヨシマ ヨシヒコ ＡＴｒＢ＆Ｇ
3160 白輪 祐也 シラワ ユウヤ
3161 鈴木 創太 スズキ ソウタ
3162 栗原 健次 クリハラ ケンジ ＴＥＡＭＭＡＤ
3163 餌取 秀一 エトリ シュウイチ カナラン
3164 深澤 陽一 フカサワ ヨウイチ
3165 猶原 聡 ナオハラ サトシ
3166 小山 浩 コヤマ ヒロシ 亀チャリ
3167 内藤 崇之 ナイトウ タカユキ
3168 山﨑 健 ヤマザキ タケシ
3169 藤生 泰山 フジウ ヤスタカ
3170 門馬 史典 モンマ フミノリ
3171 加藤 翔 カトウ ショウ
3172 斉藤 玄 サイトウ ゲン エンドウ商会
3173 中川 大輔 ナカガワ ダイスケ ＳＢＣ厚木
3174 大家 弘士 オオイエ ヒロシ SBC厚木
3175 高島 稔 タカシマ ミノル SBC湘南藤沢
3176 高橋 幸佑 タカハシ コウスケ SBC湘南藤沢
3177 奥村 隆雄 オクムラ タカオ SBC湘南藤沢
3178 吹田 直幸 フキタ ナオユキ SBC厚木
3179 滝沢 祐一 タキザワ ユウイチ SBC厚木
3180 太田 知季 オオタ トモキ SBC湘南藤沢
3181 早乙女 彰洋 ソウトメ アキヒロ アルチャリ
3182 小山 貴 コヤマ タカシ ワコーズ
3183 松本 純 マツモト ジュン
3184 岡本 均 オカモト ヒトシ
3185 和田 健太郎 ワダ ケンタロウ ランクル
3186 峰岸 智志 ミネギシ サトシ
3187 田村 将輝 タムラ マサテル
3188 小藤 崇記 コトウ タカノリ ＧＴＴ
3189 宮内 優 ミヤウチ ユウ
3190 芦田 裕貴 アシダ ユウキ ＣＩＣＡＤＡ
3191 中尾 太郎 ナカオ タロウ
3192 秋山 勇樹 アキヤマ ユウキ
3193 砂山 弘光 スナヤマ ヒロミツ
3194 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ ののずや
3195 山本 勇介 ヤマモト ユウスケ
3196 川手 悠司 カワテ ユウジ ＫＡＷＡＴＥＣ
3197 日下 崇 クサカ タカシ
3198 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ
3199 広岡 大輔 ヒロオカ ダイスケ
3200 岩根 一樹 イワネ カズキ



クラス名：男子30～39歳クラス　2組目

スタート時間 10:35
ゼッケン 3151～3300

色 黄

ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ
3201 林 志城 リン シジョウ
3202 早川 洋史 ハヤカワ ヒロシ
3203 三竹 康之 ミタケ ヤスユキ 株式会社橋本屋
3204 小田 能史 オダ ヨシフミ Ｐａｄｄｙ
3205 川上 遊亀 カワカミ ユウキ 銀輪堂
3206 恩田 宜和 オンダ ヨシカズ カウントアップ
3207 新井 憲一郎 アライ ケンイチロウ
3208 石渡 大輔 イシワタ ダイスケ 湘南浪漫
3209 比嘉 義人 ヒガ ヨシト ＮＳ自転車部
3210 山口 育美 ヤマグチ イクミ
3211 鈴木 伸章 スズキ ノブタカ 駒門
3212 小林 裕矢 コバヤシ ユウヤ
3213 酒井 威人 サカイ タケト
3214 後藤 聡 ゴトウ サトシ
3215 四反田 聡 シタンダ サトシ てれふぉんず
3216 高畑 佳史 タカハタ ヨシフミ
3217 安田 行秀 ヤスダ ユキヒデ
3218 瀬戸 博之 セト ヒロユキ ＫＮＩ
3219 岡田 荘司 オカダ ソウシ 山本軍団
3220 沖津 高紹 オキツ タカツグ
3221 吉澤 和浩 ヨシザワ カズヒロ
3222 遠藤 康博 エンドウ ヤスヒロ
3223 湯田 一秀 ユタ カズヒデ
3224 原田 雄高 ハラダ ユタカ
3225 紺野 友紀 コンノ ユウキ 天間特種製紙
3226 高木 和貴 タカキ カズタカ ＡＴｒＢ＆Ｇ
3227 志賀 健一 シガ ケンイチ 外苑サイクリング



クラス名：男子40～49歳クラス　1組目 109名

スタート時間 10:40
ゼッケン 4001～4150

色 緑
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ

4001 田中 貴朗 タナカ ヨシアキ クラウド９
4002 佐々木 邦暢 ササキ クニノブ ＮＳ自転車部
4003 保坂 仁 ホサカ ジン １００ｍｉｌｅ
4004 守屋 祐二 モリヤ ユウジ 足柄茶房
4005 岩崎 毅 イワザキ タケシ
4006 小野 昭宏 オノ アキヒロ
4007 堀尾 真一 ホリオ シンイチ ＫＣＲＣ
4008 小林 健輔 コバヤシ ケンスケ Ｃｈａｒｉ２０
4009 三輪 洋照 ミワ ヒロアキ
4010 水野 隆 ミズノ タカシ
4011 廣澤 賢一郎 ヒロサワ ケンイチロウ
4012 織田 武志 オダ タケシ ＴｅａｍＡＲＩ
4013 渋谷 慎之 シブヤ ノリユキ 正太郎レーシン
4014 鈴木 順也 スズキ ジュンヤ
4015 重田 清行 シゲタ キヨユキ
4016 村田 茂 ムラタ シゲル ムラファミ
4017 土屋 雄裕 ツチヤ タケヒロ
4018 手代森 悟 テシロモリ サトル ＡａｎｄＢ
4019 三上 兼太朗 ミカミ ケンタロウ ＲＳＣＣ
4020 飯塚 俊昭 イイヅカ トシアキ
4021 臼居 喜和 ウスイ ヨシカズ
4022 和久井 政孝 ワクイ マサタカ １００ｍｉｌｅ
4023 田中 伸一 タナカ シンイチ ＬＥＧＯＮ
4024 西脇 隆雄 ニシワキ タカオ
4025 松倉 泰史 マツクラ タイシ 湘南リセット整
4026 今野 弘幸 コンノ ヒロユキ 駿河モンテロソ
4027 髙橋 拓也 タカハシ タクヤ
4028 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ
4029 本間 亮也 ホンマ リョウヤ
4030 小座間 芳徳 オザマ ヨシノリ ＣＳＢ４６
4031 中野 博之 ナカノ ヒロユキ
4032 木村 光博 キムラ ミツヒロ
4033 政木 英和 マサキ ヒデカズ ＣＬＯＵＤ９
4034 伊藤 祐樹 イトウ ユウキ
4035 岩崎 了輔 イワサキ リョウスケ
4036 佐藤 孝治 サトウ コウジ ｔｅａｍＲＲ
4037 早野 正晃 ハヤノ マサアキ
4038 村田 秀樹 ムラタ ヒデキ ムラファミ
4039 目黒 勝靖 メグロ カツヤス 雑兵
4040 田代 秀樹 タシロ ヒデキ
4041 古家 正嗣 フルヤ マサツグ ＴＴＬ
4042 山下 智久 ヤマシタ トモヒサ
4043 水嶋 聡 ミズシマ サトシ ＣＯＭＰＡＲＥ
4044 山本 裕丈 ヤマモト ヒロタケ オークマ
4045 戸田 裕一 トダ ユウイチ
4046 小林 秀治 コバヤシ シュウジ グータロー
4047 武内 昇一 タケウチ ショウイチ １００ｍｉｌｅ
4048 古舘 雄二 フルダテ ユウジ
4049 田邊 義雄 タナベ ヨシオ
4050 加藤 昌之 カトウ マサユキ
4051 高橋 玄 タカハシ マコト 順天堂外科
4052 岡本 健 オカモト タケシ 人車一体
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4053 田中 博数 タナカ ヒロカズ
4054 水野 智明 ミズノ トモアキ
4055 鹿股 康一 カノマタ コウイチ
4056 福田 晋一 フクダ シンイチ
4057 千葉 光鶴 チバ ミツル
4058 小島 渉 コジマ ワタル コンパーレ
4059 小林 昌吾 コバヤシ ショウゴ
4060 山田 隆宏 ヤマダ タカヒロ ＮＳＲ
4061 藤田 朗誉 フジタ アキヨ
4062 谷口 健 タニグチ ケン
4063 新田 輝 ニッタ アキラ
4064 北條 智宏 ホウジョウ トモヒロ ウォークライド
4065 細谷 環 ホソヤ タマキ １００ｍｉｌｅ
4066 花咲 仁啓 ハナサキ ヨシヒロ
4067 和田 圭介 ワダ ケイスケ
4068 勝又 直 カツマタ スナオ
4069 藁科 恵治 ワラシナ ケイジ
4070 矢島 靖浩 ヤジマ ヤスヒロ エキップマサキ
4071 上橋 教裕 カミハシ ノリヒロ ＮＡＳ
4072 藤村 等 フジムラ ヒトシ かね八
4073 森 大 モリ フトシ
4074 倉村 義昭 クラムラ ヨシアキ
4075 児玉 淳治 コダマ ジュンジ Ｌ．Ｐ．Ｒ．
4076 吉村 武司 ヨシムラ タケシ ＲＲ神奈川
4077 渡邉 純 ワタナベ ジュン
4078 井上 良 イノウエ リョウ キャストオフ
4079 石原 智秀 イシハラ トモヒデ ピラータ
4080 稲葉 孝史 イナバ タカシ
4081 萬年 一剛 マンネン カズタカ
4082 前田 淳一 マエダ ジュンイチ
4083 小林 秀行 コバヤシ ヒデユキ 東邦大泌尿器
4084 高川 滋人 タカガワ シゲト ＴＺＥ
4085 石原 忠史 イシハラ タダシ ＡＬＬＥＧＲＡ
4086 今井 順 イマイ ジュン
4087 早野 祐司 ハヤノ ユウジ ワコーズ
4088 安積 功高 アヅミ ヨシタカ
4089 佐藤 隆志 サトウ タカシ
4090 井河 寿雄 イカワ トシオ ドラゴンテイル
4091 木南 宏和 キナミ ヒロカズ
4092 野口 光弘 ノグチ ミツヒロ
4093 村木 拓磨 ムラキ タクマ ａＺｕｕＧａ
4094 長嶋 義明 ナガシマ ヨシアキ
4095 剣持 智規 ケンモチ トモノリ ＳＷＩＦＴ
4096 藤井 健一 フジイ ケンイチ
4097 佐伯 隆広 サエキ タカヒロ ８８２３たぬき
4098 後藤 慎一 ゴトウ シンイチ ＫＡＲＴ
4099 須藤 伸司 スドウ シンジ
4100 大澤 雅樹 オオサワ マサキ
4101 長久保 修 ナガクボ オサム チームサミット
4102 窪田 純久 クボタ スミヒサ
4103 小口 陽介 オグチ ヨウスケ ちんすこう
4104 須貝 仁志 スガイ ヒトシ ＳＢＣ湘南藤沢
4105 高 陽介 タカ ヨウスケ
4106 浅木 隆夫 アサキ タカオ
4107 三浦 克明 ミウラ  ヨシアキ
4108 神馬 敏全 ジンバ トシマサ
4109 加藤 壮一 カトウ ソウイチ CORE-MEN-GEAR'S
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4151 富永 充昭 トミナガ ミツアキ チームシド
4152 小瀬村 典之 コセムラ ノリユキ
4153 児安 俊幸 コヤス トシユキ
4154 古林 恵太 フルバヤシ ケイタ
4155 関野 剛 セキノ タケシ
4156 島田 国昭 シマダ クニアキ 湘南パンダ
4157 鳥越 章良 トリゴエ アキラ
4158 内藤 敦志 ナイトウ アツシ
4159 濱口 康宏 ハマグチ ヤスヒロ
4160 脇本 光浩 ワキモト ミツヒロ
4161 酒井 信 サカイ マコト ＴＺＥ
4162 磯崎 剣 イソザキ ツルギ
4163 大庭 久典 オオニワ ヒサノリ
4164 住吉 秀一 スミヨシ シュウイチ
4165 武田 鉄郎 タケダ テツロウ
4166 石丸 裕生 イシマル ヒロオ
4167 豊島 雄樹 トヨシマ ユウキ Ｆ２ＣＣ
4168 間野 隆 マノ タカシ ＧｒｅｅｎＡＦ
4169 奥山 健一 オクヤマ ケンイチ エンドウ商会
4170 大脇 康政 オオワキ ヤスマサ エンドウ商会
4171 井口 亮 イグチ リョウ ＶＩＶＡ雑兵
4172 山崎 裕樹 ヤマザキ ヒロキ ＶＩＶＡ雑兵
4173 關 友信 セキ トモノブ
4174 氏家 成彰 ウジイエ ナリアキ
4175 鵜川 英明 ウカワ ヒデアキ
4176 本間 太郎 ホンマ タロウ
4177 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ
4178 山本 教夫 ヤマモト ノリオ ＩＧＲＰ新横浜
4179 中村 哲也 ナカムラ テツヤ
4180 中島 英比呂 ナカシマ ヒデヒロ かんぽ生命保険
4181 本原 敬三 モトハラ ケイゾウ シクロモトハラ
4182 大津 朗 オオツ アキラ
4183 斎藤 豊 サイトウ ユタカ エキップナカム
4184 土屋 光城 ツチヤ ミツシロ ＶＩＶＡ雑兵
4185 大山 一浩 オオヤマ カズヒロ
4186 高柳 攻二 タカヤナギ コウジ
4187 田名網 宏昭 タナアミ ヒロアキ
4188 松村 和彦 マツムラ カズヒコ ＴｅａｍＭＡＤ
4189 那賀 樹一郎 ナカ キイチロウ
4190 小林 宏和 コバヤシ ヒロカズ
4191
4192 藤原 徹 フジワラ トオル ＳＢＣ湘南藤沢
4193 三上 浩幸 ミカミ ヒロユキ SBC厚木
4194 安藤 直樹 アンドウ ナオキ SBC厚木
4195 井野元 英二 イノモト エイジ オレンジ
4196 梅田 圭崇 ウメダ ヨシタカ
4197 依田 洋光 ヨダ ヒロミツ ＳＢＣ湘南藤沢
4198 市石 浩章 イチイシ ヒロアキ 和光ケミカル
4199 御園生 千路 ミソノウ カズミチ
4200 渡辺 敏弘 ワタナベ トシヒロ ベルエキップ
4201 毛利 竜也 モウリ タツヤ 陸上自衛隊
4202 瀧口 吉郎 タキグチ ヨシロウ 百哩走大王
4203 畑山 伸二 ハタヤマ シンジ
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4204 勝呂 真彦 スグロ マサヒコ
4205 池部 泰広 イケベ ヤスヒロ
4206 安達 忠広 アダチ タダヒロ
4207 松井 芳賢 マツイ ヨシノリ
4208 太田 光 オオタ ヒカル
4209 渡邊 健一 ワタナベ ケンイチ ＴＥＡＭＭＡＤ
4210 石綿 俊彦 イシワタ トシヒコ
4211 深澤 実 フカザワ ミノル
4212 長廣 真 ナガヒロ シン ａＺｕｕＧａ
4213 澁谷 剛 シブタニ タケシ
4214 山田 崇生 ヤマダ タカナリ チームカレラ
4215 兵頭 毅之 ヒョウドウ タケユキ
4216 浅野 貴之 アサノ タカユキ
4217 太田 睦郎 オオタ ムツロウ ａＺｕｕＧａ
4218 林 恭彦 ハヤシ ヤスヒコ
4219 田中 誉人 タナカ ヤスヒト ＺＣＣ
4220 牧田 樹人 マキタ シゲト
4221 小島 賢一 コジマ ケンイチ
4222 鍋倉 利行 ナベクラ トシユキ
4223 青木 大 アオキ ヒロシ ウォークライド
4224 古木 邦治 フルキ クニハル
4225 吉本 敬生 ヨシモト タカオ
4226 中條 誠 ナカジョウ マコト Ｃｌｏｕｄ９
4227 岸 浩二 キシ コウジ
4228 法月 晃 ノリヅキ アキラ 焼津遊輪館
4229 望月 俊治 モチヅキ シュンジ
4230 西堀 主 ニシボリ マモル
4231 三浦 尚武 ミウラ ナオタケ 歯歯漏会
4232 廣瀬 靖 ヒロセ ヤスシ ＡＬＤＰ
4233 伊藤 将史 イトウ マサシ
4234 諸星 宏行 モロホシ ヒロユキ
4235 湊 昇始 ミナト ショウジ
4236 兼子 俊弘 カネコ トシヒロ
4237 長嶋 祐一 ナガシマ ユウイチ
4238 小川 剛司 オガワ コウジ
4239 花岡 久雄 ハナオカ ヒサオ
4240 竹内 隆志 タケウチ タカシ 道野辺イーグル
4241 大塚 重治 オオツカ シゲハル
4242 酒井 貴浩 サカイ タカヒロ
4243 鈴木 謙一郎 スズキ ケンイチロウ 中政梨園
4244 上杉 昭栄 ウエスギ アキヒデ コイト電工
4245 奥原 裕志 オクハラ ヤスシ
4246 鈴木 麻知宇 スズキ マチウ パシ豊川
4247 林 寛之 ハヤシ ヒロユキ 日本サーモ
4248 椎野 高太郎 シイノ コウタロウ 日立ＡＭＳ
4249 大谷 大介 オオタニ ダイスケ
4250 小川 良二 オガワ リョウジ
4251 石田 大志 イシダ ヒロシ 湘南こゆるぎ
4252 山平 勝 マサル ヤマヒラ
4253 高橋 主剛 タカハシ カズヨシ
4254 鷲巣 泰広 ワシズ ヤスヒロ
4255 見城 貴之 ケンジョウ タカユキ
4256 上島 信英 カミジマ ノブヒデ
4257 Javier Kenneth Stephen
4258 石井 雅史 イシイ マサシ


