
赤城オフロード「今年は」3時間耐久レーススタートリスト

■開催日 2021年7月18日（日）

ソロ部門　男子

ナンバー 氏名 フリガナ

1 米田　紘貴 ヨネダ　コウキ

2 中山　朝日 ナカヤマ　アサヒ

3 岡安　一将 オカヤス　カズマサ

4 有永　和樹 アリナガ　カズキ

5 間宮　馨 マミヤ　カオル

6 鶴田　和弘 ツルタ カズヒロ

7 上野　真 ウエノ シン

8 村山　徳行 ムラヤマ ノリユキ

9 永田　健太郎 ナガタ ケンタロウ

10 川本　貴志 カワモト　タカシ

11 藤崎　弘太郎 フジサキ　コウタロウ

12 斉藤　信之 サイトウ ノブユキ

13 小田長　勇 オダナガ　イサム

14 山田　貴一 ヤマダ キイチ

15 中村　匡哉 ナカムラ　マサヤ

16 井口　亮 イグチ　リョウ

17 野澤　平和 ノザワ　ヘイワ

18 根本　喜直 ネモト　ヨシナオ

19 箕浦　良治 ミノウラ ヨシハル

20 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ

21 江川　樹一郎 エガワ キイチロウ

22 日面　将一 ヒオモ ショウイチ

クラブ

VIVA ZAPPEI

ちばサイクル

地球害生命軍

チームクソムシ

TEAM YOUCAN

nobtec

ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ

RTヤマダ

Collina Z

Team YOU CAN

快楽転

SANWA TALKERS

幼い頃から（中略）赤城山に勝利で恩返しします！！

F.H.B.L.

じて吉

nobtec

LINKVISION GIRASOLE CYCLING
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赤城オフロード「今年は」3時間耐久レーススタートリスト

ナンバー 氏名 フリガナ

23 小此木　聡 オコノギ　サトシ

24 矢口　和成 ヤグチ　カズナリ

25 生田目　修 ナマタメ　オサム

26 瀬口　健介 セグチ　ケンスケ

27 関口　誠 セキグチ　マコト

28 新倉　和彦 ニイクラ カズヒコ

29 奈須　健一 ナス　ケンイチ

30 平光　竜志 ヒラコウ　リュウジ

31 村上　雅俊 ムラカミ マサトシ

32 首藤　健 シュドウ タケシ

33 松村　拓弥 マツムラ タクミ

34 松村　治紀 マツムラ ハルキ

35 山崎　雅俊 ヤマザキ　マサトシ

36 山川　一 ヤマカワ　カズ

37 仲　民善 ナカ　タミヨシ

38 池羽　謙治 イケバ ケンジ

39 小村　将一 コムラ ショウイチ

40 吉川　大地 ヨシカワ　ダイチ

41 鈴木　博之 スズキ ヒロユキ

42 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ

43 寺門　智 テラカド　サトシ

44 水谷　耕久 ミズタニ　ヤスヒサ

45 安馬　裕典 アンマ ヒロノリ

46 清水　祐介 シミズ　ユウスケ

47 熊沢　雄介 クマザワ　ユウスケ

クラブ

Specialized Triathlon Club

Collina　Z

Zero to Top

ZEROtoTOPグンマー

コムロボワークス

Rapha Cycling Club

バウン鈴農園

アラスカワークス

テレワーク推進会

Team 岩神

Team 岩神

DMCC

平井大橋

平井水門

ぐんま農輪CXT

ALDINA

川口浩探検隊

TEAMスマタwithHAMMER!!BROS

COWGUMMA

一匹狼

多摩東

イナーメ信濃山形

killkillkill
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赤城オフロード「今年は」3時間耐久レーススタートリスト

ナンバー 氏名 フリガナ

48 高岸　恒夫 タカギシ ツネオ

49 菅原　朋樹 スガハラ　トモキ

50 邑中　力 ムラナカ　ツトム

51 石川　久洋 イシカワ ヒサヒロ

52 村上　望 ムラカミ　ノゾム

53 市川　義純 イチカワ　ヨシズミ

54 Wood　Andy ウッド アンディ

55 高村　和貴 タカムラ　カズキ

56 板橋　徹 イタバシ　トオル

57 菅田　有記 スゲタ　ユウキ

58 谷　和人 タニ カズト

59 穴山　真吾 アナヤマ　シンゴ

60 橋本　賢毅 ハシモト マサキ

61 板橋　和也 イタバシ　カズナリ

62 小林　幹昇 コバヤシ モトノリ

63 黛　敏治 マユズミ トシハル

64 澤木　紀雄 サワキ ノリオ

65 山内　譲太 ヤマウチ ジョウタ

66 石川　翔 イシカワ　ショウ

67 菅沼　弘孝 スガヌマ ヒロユキ

68 石川　靖洋 イシカワ　ヤスヒロ

69 佐藤　修二 サトウ　シュウジ

クラブ

チーム・ウォークライド

MTB大好き！

子連れ狼/K-factory

acu-power Racing Team

TEAM光

GIANT港北

ポレポレ

LinkvisionGIRASOLEcycling

シンゴリラ

TEAM 0909ヤマ（わくわくやま）

ゴリラ自転車

DMCC

DMCC

minzuuBike

TEAM imeZi

Theカブト虫

明星自転車倶楽部
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赤城オフロード「今年は」3時間耐久レーススタートリスト

ソロ部門　女子

ナンバー 氏名 フリガナ クラブ

70 柴田　梨央 シバタ　リオ

71 首藤　律子 シュドウ リツコ COWGUMMA

72 高津　裕子 タカツ　ヤスコ ZERO to TOP

73 安達　直子 アダチ ナオコ 角田浜トレイル

チーム部門　女子

ゼッケン チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

74 Team BYO 金子　尚代 フォード　ケイトリン

チーム部門　男女混合

ゼッケン チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

75 bikeportのんびりーず 大釜　萌 桑田　豊 横山　裕典 横山　早貴

76 TEAM　BIKEPORT 佐々木　久 吉田　守 岡部　知子

77 ZERO to TOP 高津　正明 黛　洋弓

78 加波一族　紫組 久保　和彦 冨澤　いずみ

チーム部門　男子

ゼッケン チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

79 TEAM TAMAGAWA 清水　和宏 三宗　広歩

80 @Ji dori O’jisan〔自撮りおじさん〕 美並　慎一 長澤　祐一

81 over rev 鈴木　亘 鈴木　司

82 TEAM AGRI with AST FOREST 小久保　登志貴 石川　太郎

83 チーム永田 永田　一博 永田　博人

84 Team ASOBI★ 渡辺　祐也 柴﨑　寛彰 木村　真紀人
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赤城オフロード「今年は」3時間耐久レーススタートリスト

ゼッケン チーム名 メンバー１ メンバー２ メンバー３ メンバー４

85 ゴリラ自転車 高山　滋光 岩浪　剛 田中　良樹

86 YOUCAN多摩境 BBQ班 山本　純平 中村　高歩 菊地　省吾 山本　星良

87 Team eviCAN 森田　喜雄 島中　弘輔 清水　啓文 大村　徹

88 HSMC 北田　隼也 菱沼　有二 菱沼　元太 関谷　祐一

89 明星自転車倶楽部 島田　剛志 大胡　正樹 飯ヶ谷　悟 青山　翼
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