
箱根ヒルクライム2021スタートリスト

チャンピオンクラス

ゼッケンカラー 1 エントリー 38 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:30 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

1 池田 隆人 イケダ タカト ＴＥＡＭ　ＺＷＣ

2 西村 育人 ニシムラ イクト

3 樋口 泰伸 ヒグチ ヤスノブ 豆サイ、ちばサイクル

4 工藤 政幸 クドウ マサユキ

5 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 天照ＣＳＴ

6 金子 宗平 カネコ ソウヘイ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ

7 小山田 亮 オヤマダ リョウ ＴＥＡＭＹＯＵＣＡＮ

8 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照

9 加賀谷 悟 カガヤ サトル

10 若松 達人 ワカマツ タツヒト ちばサイクル

11 鈴木 一肇 スズキ タカトシ プロトン伊豆レーシング

12 郷司 飛馬 ゴウジ ヒウマ まいぺーす

13 川村 英樹 カワムラ ヒデキ

14 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ

15 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ

16 大岳 誠 オオタケ マコト 蕎麦宗

17 篠崎 勇杜 シノザキ ハヤト Ｔ‐ｓｅｒｖ

18 梅川 陸 ウメカワ リク 大泉愛輪会

19 中森 晃太郎 ナカモリ コウタロウ ＭＩＶＲＯ

20 渡邊 凜 ワタナベ リン ＺＷＣ

21 真鍋 晃 マナベ アキラ ＣＣＣ

22 林 直志 ハヤシ ナオユキ 天照／ＥＭＵ

23 加藤 大貴 カトウ ダイキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

24 星 明彦 ホシ アキヒコ ＫＯＮＡＳＴＡＹ

25 齋藤 慶之 サイトウ ヨシユキ

26 猪田 洋 イノダ ヒロシ Ｃｉｃｌｏ　ｉｐｓｉｌｏｎ

27 荻野 仁志 オギノ ヒトシ ＶＩＧＯＲＥ／ＺＷＣ

28 野畑 太志 ノバタ タイシ ＭｉＮＥＲＶＡ－ａｓａｈｉ

29 平林 歩 ヒラバヤシ アユム

30 湯田 一秀 ユタ カズヒデ

31 橋本 晴哉 ハシモト セイヤ ＺＷＣ／往来教

32 橋本 友哉 ハシモト ユウヤ ２ＷＣ／往来教

33 一言 伊織 ヒトコト イオリ なし

34 野澤 拓美 ノザワ タクミ 快適なゆるポタ勢

35 渡辺 貴大 ワタナベ タカヒロ

36 青木 優喜斗 アオキ ユキト

37 加藤 辰之介 カトウ シンノスケ Ｎｅｒｅｂａｎｉ

38 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ コナステイ
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

高校生クラス

ゼッケンカラー 51 エントリー 23 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:30 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

51 前川 優大 マエカワ ユウダイ 正則高等学校

52 漆崎 晴斗 ウルシザキ ハルト 正則高等学校

53 関根 一颯 セキネ イッサ 正則高等学校

54 園田 直輝 ソノダ ナオキ 正則高等学校

55 水谷 海輝 ミズタニ カイキ 正則高等学校

56 鈴木 颯 スズキ カケル 正則高等学校

57 田中 拓磨 タナカ タクマ 正則高等学校

58 古川 慶太 フルカワ ケイタ 正則高等学校

59 横田 悠 ヨコタ ユウ 正則高等学校

60 田中 琉士郎 タナカ リュウシロウ 正則高等学校

61 谷川原 尚大 ヤガワラ タカヒロ 正則高等学校

62 加藤 励 カトウ レイ 正則高等学校

63 鈴木 清之介 スズキ セイノスケ 湘南工科大学附属高等学校

64 松島 煌和 マツシマ コウワ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

65 風間 大和 カザマ ヤマト ラバネロ

66 武田 イオリ タケダ イオリ ＲＳＲ

67 塩崎 真和 シオザキ マオ

68 北田 和 キタダ カズ

69 鈴木 康麟 スズキ コウリン エスビーシー

70 窪田 秀郎 クボタ ビデオ

71 山口 順也 ヤマグチ ジュンヤ 興國高校

72 相原 勇斗 アイハラ ユウト

73 加藤 龍之介 カトウ リュウノスケ 日本学園高等学校
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

中学生クラス

ゼッケンカラー 90 エントリー 11 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:30 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

90 杉山 泰賀 スギヤマ タイガ 湘南ベルマーレ

91 新藤 想真 シンドウ ソウマ アブニール　山梨　山中湖

92 稲江 蓮翔 イナエ レント Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｓｔｙｌｅ

93 花谷 空 ハナタニ ソラ 第一中学校

94 宮崎 拓史 ミヤザキ タクミ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

95 浅沼 佳吾 アサヌマ ケイゴ 湘南ベルマーレ

96 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ フォアライン

97 荻原 丈瑠 オギハラ タケル なし

98 細川 秀徳 ホソカワ ヒデノリ ＳＯＷＡＫＡ

99 佐藤 圭悟 サトウ ケイゴ 日本学園中学校

100 三崎 圭悟 ミサキ ケイゴ 湘南ベルマーレ

女子チャンピオンクラス

ゼッケンカラー 301 エントリー 6 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:30 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

301 山田 貴子 ヤマダ タカコ ＷＶＣＣ

302 川田 真希 カワタ マキ スマートコーチング

303 齊藤 弓子 サイトウ ユミコ コナステイ

304 末吉 多恵 スエヨシ タエ

305 市村 まどか イチムラ マドカ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ

340 遠藤 杏奈 エンドウ　アンナ ＨｉｇｈＡｍｂｉｔｉｏｎ
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

60～65㎏級

ゼッケンカラー 6031 エントリー 26 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

ダブルエントリー ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

〇 6031 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ

6032 生水 康仁 ショウズ コウジ 前橋市

6033 手嶋 実樹 テジマ ミキ ＊

6034 入内島 龍 イリウチジマ リュウ 湘南ベロクラブ

6035 岡山 信男 オカヤマ ノブオ 構造計画研究所

6036 堤 健智 ツツミ タケトシ シモーネ

6037 大徳 繁騎 ダイトク シゲキ チームぼんじりさん

6038 野口 崇 ノグチ タカシ ＭＫ３

6039 高柳 裕一 タカヤナギ ユウイチ ＭＳＲ

〇 6040 斉藤 玄 サイトウ ゲン プロトン伊豆レーシング

〇 6041 菅原 雄一 スガワラ ユウイチ

6042 西澤 直紀 ニシザワ ナオキ ＲＥＤ　ＢＥＣＯ

〇 6043 大村 芳明 オオムラ ヨシアキ ロードロ

〇 6044 佐久間 毅 サクマ ツヨシ 湾岸サイクリングユナイテッド

6045 大石 和弘 オオイシ カズヒロ

〇 6046 関川 陽平 セキカワ ヨウヘイ

6047 門井 健太 カドイ ケンタ

〇 6048 立花 典 タチバナ ツカサ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ

〇 6049 永田 洋介 ナガタ ヨウスケ ＣＨ／ＳＨＥＧ

6050 杉本 健 スギモト ケン 水ミー

〇 6051 久保田 洋輔 クボタ ヨウスケ ＶＩＧＯＲＥ

6052 小玉 祐輝 コダマ ユウキ

6053 池上 央将 イケガミ ヒサノブ ゲリラ豪雨

6054 金籠 史彦 カネコ フミヒコ 国土交通省

6055 比留間 大地 ヒルマ ダイチ

6056 小西 勇人 コニシ ユウト こぶしファクトリー

6057 木村 博志 キムラ ヒロシ イナーメ信濃山形
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

65～70㎏級

ゼッケンカラー 6501 エントリー 22 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

ダブルエントリー ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

6501 清水 雅人 シミズ マサト 御荷鉾倶楽部

6502 園田 圭 ソノダ ケイ 戸田建設

〇 6503 梅津 亮 ウメツ リョウ メイドさん学科自転車部

6504 梅田 将士 ウメダ マサシ

6505 渡辺 勇大 ワタナベ ユウダイ

6506 庫本 潤 クラモト ジュン 甲府将棋部

6507 竹尾 賢二 タケオ ケンジ

6508 家常 智文 イエツネ トモフミ はんもん自転車部

6509 山内 俊幸 ヤマウチ トシユキ ペルジタ

6510 松下 祐介 マツシタ ユウスケ りっくんチャンネル

6511 瀬川 祐太 セガワ ユウタ ＥＭＵ

6512 澤田 俊介 サワダ シュンスケ

6513 高瀬 雅和 タカセ マサカズ ＣＬＵＢろーたす

〇 6514 堀井 洸 ホリイ コウ まいぺーす

6515 長田 紳 ナガタ シン

6516 寺村 英雄 テラムラ ヒデオ ピータンレーシング

6517 小泉 諄 コイズミ シュン

6518 味見 芳人 アジミ ヨシト

6519 的場 柚季 マトバ ユズキ 横浜国立大学自転車競技部

6520 北川 勝一郎 キタガワ カツイチロウ 柳葉魚輪業

6521 古川 悟 フルカワ サトル

6522 谷口 友希 タニグチ ユウキ 三味線Ｒａｃｉｎｇ
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

70～80㎏級

ゼッケンカラー 7001 エントリー 24 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

ダブルエントリー ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

7001 井上 宏一 イノウエ コウイチ チーム　ソル

7002 斎藤 義幸 サイトウ ヨシユキ

7003 古沢 元揮 フルサワ モトキ

7004 東 智博 ヒガシ トモヒロ ＭＫ３

7005 奈良 智晃 ナラ トモアキ

7006 福田 暢彦 フクダ ノブヒコ ＺＨＱ

7007 浅木 隆夫 アサキ タカオ ホワイトエッセンス

〇 7008 國定 洋光 クニサダ ヒロミツ 渡良瀬練

7009 榎本 拓哉 エノモト タクヤ チームカプリコーン

7010 間野 隆 マノ タカシ ロードＣあまんぐフィールド

7011 中川 大輔 ナカガワ ダイスケ ４４ＢＥＡＳＴ

7012 谷 忠昌 タニ タダマサ

7013 大関 訓 オオゼキ サトル グローブ鎌倉

7014 松島 寿樹 マツシマ トシキ オンザロード

7015 鈴木 和宏 スズキ カズヒロ

7016 高木 駿 タカギ シュン ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ

7017 熊谷 龍生 クマガイ タツオ

7018 土田 宏道 ツチダ ヒロミチ 沿岸警備保障

7019 小川 勇貴 オガワ ユウキ ゲリラ豪雨

7020 幸野 善大 コウノ ヨシヒロ

7021 石原 智之 イシハラ トモユキ 漫画家健康ずいふと部

7022 足立 真利 アダチ マサトシ

7023 棚橋 亮太 リョウタ タナハシ

7024 転師 舞氣 ライス マイケル ＣＨＡＰＴＥＲ２
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

80㎏超級

ゼッケンカラー 8001 エントリー 17 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

ダブルエントリー ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

8001 岩井 誠 イワイ マコト 埼玉センター

8002 小川 賢二 オガワ ケンジ

8003 三浦 聡 ミウラ サトシ ＴＺＥ

8004 丸田 和弥 マルタ カズヤ ＳＭＡＲＴ　ＣＯＡＣＨＩＮＧ

8005 吉村 健央 ヨシムラ タケオ

8006 宮地 秀樹 ミヤチ ヒデキ ミタトランスポートサービス

8007 仙田 利宗 センダ トシムネ ＦＣＣ

8008 新井 秀人 アライ ヒデト

8009 仁科 洋人 ニシナ ヒロト Ｎ道場

8010 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ＮＩＣＯ／ＥＭＵ

8011 安保 政春 アンボ マサハル

8012 塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Ａｒａｒｅｎ８２１４

8013 荻野 徹 オギノ トオル 三味線Ｒａｃｉｎｇ

8014 早川 昇 ハヤカワ ノボル

8015 加藤 良太 カトウ リョウタ

〇 8016 ロマンス 河野 ロマンス コウノ 坂バカ部

8017 田中 淳平 タナカ ジュンペイ

鉄の漢クラス

ゼッケンカラー 101 エントリー 23 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

101 吉田 進 ヨシダ ススム 戦略機甲歩兵団特殊任務班Ｘ１

102 秋山 貴之 アキヤマ タカユキ 北方十字路団

103 志田 佳成 シダ ヨシナリ シン・ヒルクライマー

104 高野 保真 タカノ ヤスナオ

105 夏目 敏己 ナツメ トシミ

106 池田 剛 イケダ ツヨシ ＳＢＣ厚木

107 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ

108 上北 悟史 カミキタ サトシ

109 北村 達也 キタムラ タツヤ ＮＩＣＯ　ＯＺ

110 牧野 豊 マキノ ユタカ

111 二宮 健一郎 ニノミヤ ケンイチロウ

112 森雪 拓 モリユキ タク オッティモ

113 中村 真己 ナカムラ マサキ ＭＳＣ／あふみー／ＮＩＣＯ
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

114 高松 大樹 タカマツ ダイキ ゲリラ豪雨

115 小林 昌央 コバヤシ マサオ

116 濱形 伸哉 ハマガタ シンヤ

117 若尾 拳治 ワカオ ケンジ

118 石原 啓 イシハラ ヒラク チーム杉山

119 臼井 功 ウスイ コウ

120 山川 一 ヤマカワ カズ

121 松永 弘樹 マツナガ ヒロキ サイクルパラダイス

122 古水 潤 フルミズ ジュン なるしまフレンド

123 勝俣 友裕 カツマタ トモヒロ

ファットバイク

ゼッケンカラー 124 エントリー 2 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

124 石井 純一 イシイ ジュンイチ ナミビアプロジェクト

125 細川 雅司 ホソカワ マサシ ＴｅａｍＤＫＹ

e-bike

ゼッケンカラー 9001 エントリー 2 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:35 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

9001 堀 実 ホリ ミノル 自転車ゆるり

9002 松尾 遊 マツオ ユウ エスワンネオジャパン
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箱根ヒルクライム2021スタートリスト

男子18～29歳クラス

ゼッケンカラー 2001 エントリー 61 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:40 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

2001 後藤 賢哉 ゴトウ ケンヤ ＥＳＫ／ＮＩＣＯ　ＯＺ

2002 渡邉 宗将 ワタナベ ムネマサ

2003 佐藤 拓海 サトウ タクミ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ

2004 間宮 馨 マミヤ カオル

2005 齊木 卓也 サイキ タクヤ 株式会社高齢者住宅新聞社

2006 川浪 祐太 カワナミ ユウタ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ

2007 今宮 壮 イマミヤ ソウ Ｍａｒｉｏｌｏ

2008 吉田 瑛 ヨシダ アキラ 水ミー／まろにゃん

2009 櫻井 和真 サクライ カズマ 青学ブルベ自転車競技愛好会

2010 三浦 将吾 ミウラ ショウゴ

2011 杉江 慶哉 スギエ ケイヤ

2012 宮下 鋭 ミヤシタ サトキ

2013 若月 一世 ワカツキ イッセイ チーム　わか

2014 水村 健大 ミズムラ ケンタ ｔｅａｍ　ＮＯＺＡＣ

2015 金子 貴昭 カネコ タカアキ 青学ブルベ自転車競技愛好会

2016 渡辺 崚介 ワタナベ リョウスケ せいじょ

2017 清水 大空 シミズ オオゾラ チームカプリコーン

2018 菅野 光 カンノ ヒカル 電気通信大学

2019 前垣内 健太 マエガキウチ ケンタ

2020 杉本 将希 スギモト マサキ 日本郵便株式会社

2021 阿部 修也 アベ シュウヤ （有）沿岸警備保障

2022 島田 晃裕 シマダ アキヒロ チームコロ助

2023 三澤 翔大 ミサワ ショウタ

2024 佐藤 清貴 サトウ キヨタカ ミブロ

2025 近政 諒 チカマサ リョウ

2026 石橋 和明 イシバシ カズアキ 静岡大学

2027 阿部 信祐 アベ シンスケ 日本医科大学

2028 康 寿成 カン スソン

2029 安藤 紘治 アンドウ コウジ

2030 藤田 敦 フジタ アツシ バーガーボーイズ

2031 大黒 裕太郎 オオグロ ユウタロウ 静岡産業技術専門学校

2032 海斗 小松 カイト コマツ ＭＩＶＲＯ

2033 井上 凌 イノウエ リョウ 信州大学

2034 加藤 遼 カトウ リョウ ポンコツレーシング

2035 鈴木 日高 スズキ ヒダカ

2036 船越 耀介 フナコシ ヨウスケ ＡＳＭＩＣ

2037 岡田 拓 オカダ ヒロシ ＦＬＡＴ

2038 福原 悠介 フクハラ ユウスケ 名古屋大学エアクラフト
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2039 佐藤 岳 サトウ ガク ＭＩＶＲＯ

2040 金井 智明 カナイ トモアキ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ

2041 大森 拓実 オオモリ タクミ

2042 井浦 翔 イウラ ショウ

2043 角田 良輔 ツノダ リョウスケ

2044 冨村 光昭 トミムラ ミツアキ

2045 後藤 雄大 ゴトウ ユウダイ

2046 今堀 匠 イマホリ タクミ 東京都立大学

2047 中曽根 雄 ナカソネ ユウ なし

2048 松崎 暁広 マツザキ アキヒロ イノセント

2049 畑山 竜也 ハタヤマ タツヤ 平日温泉ライダース

2050 三輪 誉徳 ミワ モトノリ

2051 藤本 佳 フジモト ケイ

2052 竹谷 真 タケヤ マコト

2053 山本 修平 ヤマモト シュウヘイ

2054 小山 駿介 コヤマ シュンスケ 湯本富士屋ホテル

2055 中崎 駿 ナカザキ シュン 愛知大学自転車部

2056 有賀 尚治 アリガ ナオハル

2057 谷 昂亮 タニ コウスケ

2058 戸丸 大地 トマル ダイチ 坂バカ部

2059 遠藤 宙志 エンドウ ヒロユキ

2060 青木 佑介 アオキ ユウスケ

2061 江成 隆一 エナリ リュウイチ
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男子30代クラス

ゼッケンカラー 3001 エントリー 85 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:45 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

3001 服部 伸崇 ハットリ ノブタカ ＲｅＶｅｌｏ／ＥＭＵ

3002 梶 慧士 カジ ケイシ ＦＧＡ

3003 松下 哲朗 マツシタ テツロウ

3004 川初 拓史 カワハツ タクジ

3005 矢野 国康 ヤノ クニヤス 日税

3006 河嶋 宏明 カワシマ ヒロアキ

3007 吉田 康久 ヨシダ ヤスヒサ 甲府将棋部

3008 根本 恵太 ネモト ケイタ

3009 清水 祐太郎 シミズ ユウタロウ

3010 安齋 純司 アンザイ ジュンジ

3011 鈴木 大 スズキ マサル

3012 内田 孝俊 ウチダ タカトシ ｔｅａｍＡＰＥＸ

3013 玉利 洋平 タマリ ヨウヘイ

3014 土屋 直樹 ツチヤ ナオキ チームメビウス

3015 黒田 亮 クロダ リョウ

3016 倉持 信行 クラモチ ノブユキ

3017 木下 史啓 キノシタ フミヒロ ＪＲ　Ｅａｓｔ　Ｕｎｉｔｅｄ

3018 鈴木 真人 スズキ マサト からあげカレー

3019 塩野 竜也 シオノ タツヤ 日和＠コンタマドール

3020 白石 尚也 シライシ ナオヤ ＳｕｉＭｅ

3021 蛭田 智啓 ヒルタ トシヒロ ＧＲＯＭＡ　ＲＡＣＩＮＧ

3022 岸本 崇 キシモト タカシ ＩＮＦＩＮＩＴＹＳＴＹＬＥ

3023 角田 圭 カクタ ケイ

3024 宮澤 貴廣 ミヤザワ タカヒロ プロトン伊豆レーシング

3025 沖津 高紹 オキツ タカツグ

3026 春日 敦史 カスガ アツシ

3027 横山 優 ヨコヤマ ユウ 現場猫レーシングチーム２軍

3028 桑原 崇 クワハラ タカシ Ｉ．Ｗ．Ｔｒｉａｔｈｌｏｎ

3029 堤内 亮博 ツツミウチ カツヒロ

3030 鈴木 瑛二 スズキ エイジ ＥＭＵ／ＢＦ

3031 佐藤 太材 サトウ タイキ

3032 永吉 勇一 ナガヨシ ユウイチ 平日ローディー

3033 奥山 雅幸 オクヤマ マサユキ ＧＲＯＶＥ鎌倉

3034 山口 祐 ヤマグチ ユウ

3035 藤崎 辰也 フジサキ タツヤ ＲＯＣＣＡＣＹＣＬＥ

3036 日比 龍二 ヒビ リュウジ ｔｅａｍ　ＺＥＲＯ

3037 金澤 圭祐 カナザワ ケイスケ

3038 和泉 英二 イズミ エイジ ＪＥＴＴ
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3039 杉山 由展 スギヤマ ヨシノリ

3040 淵上 龍輝 フチガミ リュウキ

3041 肥田 恭知 ヒダ ヤストモ

3042 阿部 竜虎 アベ リュウコ

3043 石井 佑樹 イシイ ユウキ ＨＳＦＣ

3044 横川 貴之 ヨコカワ タカユキ ＥＭＵ／ＮＩＣＯ

3045 高橋 淳 タカハシ ジュン ｔｅａｍＺＥＲＯ

3046 中澤 孝介 ナカザワ コウスケ 峠のよろず屋

3047 齊木 拓人 サイキ タクト

3048 丹澤 慧 タンザワ ケイ 果南ちゃん激推し

3049 森 拓也 モリ タクヤ

3050 山口 明彦 ヤマグチ アキヒコ

3051 石井 健郎 イシイ タケロウ ＧＲＯＶＥ鎌倉

3052 橋本 順祥 ハシモト ヨリヨシ

3053 縣 亮太 アガタ リョウタ

3054 佐藤 恒一 サトウ コウイチ

3055 木崎 純友 キザキ スミトモ

3056 高橋 亮輔 タカハシ リョウスケ

3057 渡辺 俊助 ワタナベ シュンスケ

3058 吉田 裕矢 ヨシダ ユウヤ

3059 上野 豊生 ウエノ トヨナリ ＦＣＣ

3060 岡田 洋一 オカダ ヨウイチ

3061 齊藤 司 サイトウ ツカサ

3062 菅谷 槙介 スガヤ シンスケ ハロチン

3063 竹田 大樹 タケダ ヒロキ ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ

3064 澤 孝治 サワ タカハル ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ

3065 清水 優生 シミズ ユウキ ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ

3066 本間 諭 ホンマ サトシ

3067 秀島 健太 ヒデシマ ケンタ

3068 小田 厳成 オダ ヨシナリ ＭＩＶＲＯ

3069 神尾 洋光 カミオ ヒロミツ

3070 斎藤 哲也 サイトウ テツヤ

3071 黒田 雅哉 クロダ マサヤ

3072 高田 真二 タカダ シンジ ゲリラ豪雨

3073 村上 力哉 ムラカミ リキヤ

3074 森 拓海 モリ タクミ

3075 張 碩 チョウ セキ ＣＣＣ

3076 イェラ マーセル イェラ マーセル

3077 三浦 真 ミウラ シン

3078 小栗 拓也 オグリ タクヤ

3079 中村 耕平 ナカムラ コウヘイ

3080 金成 拓真 カナリ タクマ

3081 田穂 義志 タホ ヨシユキ あけぼの文庫レーシング

3082 飯田 征寛 イイダ ユキヒロ

3083 渡辺 良治 ワタナベ リョウジ 坂バカ部

3084 佐々木 祐紀 ササキ ユウキ

3085 長登 祥起 ナガト ヨシキ
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男子40代クラス

ゼッケンカラー 4001 エントリー 137 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:50 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

4001 寺本 弘明 テラモト ヒロアキ Ｃｈａｒｉｓｍａ５

4002 三輪 洋照 ミワ ヒロアキ

4003 堀内 誠 ホリウチ マコト

4004 土屋 雄裕 ツチヤ タケヒロ

4005 鈴木 正道 スズキ マサミチ

4006 中村 聡史 ナカムラ サトシ ＭＩＶＲＯ

4007 稲嶺 貴志 イナミネ タカシ ＪＥＴＴ

4008 熊崎 敦史 クマザキ アツシ Ｃｈａｒｉｓｍａ５

4009 松本 猛 マツモト タケシ

4010 川嶋 修平 カワシマ シュウヘイ ＧＲＯＶＥ鎌倉

4011 斎藤 孝也 サイトウ コウヤ ゲリラ豪雨

4012 新谷 健城 アラヤ タケキ

4013 山本 敦 ヤマモト アツシ ＳＢＣＶｅｒｔｅｘＲａｃｉｎｇ

4014 櫻井 規善 サクライ キヨシ

4015 岡本 健 オカモト タケシ 人車一体

4016 中尾 修造 ナカオ シュウゾウ ＴＺＥ

4017 足立 雅則 アダチ マサノリ クラブ・ロードロ

4018 三宅 秀幸 ミヤケ ヒデユキ

4019 稲江 秀徳 イナエ ヒデノリ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｓｔｙｌｅ

4020 相沢 聡 アイザワ サトシ

4021 山本 毅 ヤマモト タケシ ノースヒル

4022 河野 祐介 カワノ ユウスケ ＷｉｎｄＲｕｎ

4023 水口 徹 ミズグチ トオル ＯーＲＡＣＩＮＧ

4024 行弘 幸右 ユキヒロ コウスケ

4025 尾藤 貴之 ビトウ タカユキ ＴＺＥ

4026 河田 徹也 カワタ テツヤ ＦＧＡ

4027 大曽根 和登 オオソネ カズト ＳＨＯＷＡ

4028 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科

4029 竹谷 好広 タケタニ ヨシヒロ 羽生ＨＣ

4030 小竹 宏志 コタケ ヒロシ

4031 関口 究 セキグチ キワム ＯＴＲ

4032 田仲 義明 タナカ ヨシアキ ＲＸ＆ＣＯ

4033 上杉 一朗 ウエスギ イチロウ ＭＵＫＵ

4034 山野内 正吾 ヤマノウチ ショウゴ ランジョグ

4035 森 俊明 モリ トシアキ ＭＩＶＲＯ

4036 水上 丈広 ミズカミ タケヒロ

4037 松島 祐治 マツシマ ユウジ 松島ミート株式会社

4038 福島 博之 フクシマ ヒロユキ
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4039 山本 詠史 ヤマモト エイジ ミブロ

4040 中野 睦大 ナカノ ムツヒロ ＧＲＯＶＥ鎌倉

4041 井上 大輔 イノウエ ダイスケ

4042 小宮 貴裕 コミヤ タカヒロ オクトパス８

4043 芳賀 高明 ハガ タカアキ

4044 村上 雅史 ムラカミ マサフミ

4045 竹内 竜男 タケウチ タツオ チームヨネスケ

4046 佐野 隆 サノ タカシ

4047 井口 亮 イグチ リョウ 雑兵

4048 澤本 亘 サワモト ワタル 山ポタ部

4049 中山 よしたか ナカヤマ ヨシタカ ＮＨサイクリングクラブ

4050 藤原 圭 フジワラ ケイ ライドオンビアンキ

4051 猪ノ原 諭 イノハラ サトル クライマーズ・ハイ

4052 稲葉 誠一郎 イナバ セイイチロウ

4053 土方 豪 ヒジカタ ゴウ

4054 大津 朗 オオツ アキラ

4055 永岩 哲美 ナガイワ テツミ 花道

4056 宮田 頼光 ミヤタ ヨリミツ

4057 坂田 洋一 サカタ ヨウイチ

4058 吉田 友樹 ヨシダ トモキ フラムルージュ

4059 森田 洋平 モリタ ヨウヘイ ＳＣＣ

4060 立柳 佳一 タチヤナギ ケイイチ

4061 川上 遊亀 カワカミ ユウキ Ｒ１３４

4062 正田 克大 ショウダ カツヒロ チームぼんじりさん

4063 高橋 良尚 タカハシ ヨシナオ ｓｅｂａｓｔｉａｎｓ

4064 中尾 幸太郎 ナカオ コウタロウ

4065 後藤 健太 ゴトウ ケンタ

4066 中山 敦 ナカヤマ アツシ ＳＢＴＭ＋ＦＡＬＣＯＮＳ

4067 山平 勝 マサル ヤマヒラ チーム矢櫃人

4068 上島 信英 カミジマ ノブヒデ チームｚｗｉｆｔ

4069 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ ＥＭＵ

4070 酒井 洋輔 サカイ ヨウスケ ゲリラ豪雨

14/27



箱根ヒルクライム2021スタートリスト

4071 関 雅明 セキ マサアキ

4072 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ

4073 伊藤 けんじ イトウ ケンジ

4074 瀧口 治仁 タキグチ ハルヒト 湘南夜練

4075 千田 和幸 チダ カズユキ ＭＫ３

4076 田村 岳人 タムラ ガクト ＴＭＮ

4077 梅田 智之 ウメダ トモユキ

4078 佐藤 剛 サトウ ゴウ ＳＮＥＬ

4079 川又 卓也 カワマタ タクヤ

4080 粕谷 昌良 カスヤ マサヨシ

4081 土屋 仁 ツチヤ ヒトシ

4082 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ

4083 村田 和洋 ムラタ カズヒロ

4084 上條 透 カミジョウ トオル

4085 木嶋 祐介 キジマ ユウスケ

4086 内田 哲郎 ウチダ テツロウ

4087 秋山 亮 アキヤマ リョウ ＥＭＵ

4088 永田 進 ナガタ ススム チームリオン

4089 古谷 賢志 フルヤ ケンジ

4090 天野 和敏 アマノ カズトシ 平日温泉ライダース

4091 武田 晃 タケダ アキラ

4092 鈴木 辰佳 スズキ タツヨシ セオサイクル八潮ピラータ

4093 佐藤 治彦 サトウ ハルヒコ

4094 吉田 透 ヨシダ トオル ＫＴＣ

4095 斉藤 貴夫 サイトウ タカオ ＳＮＥＬ

4096 遠藤 晋哉 エンドウ シンヤ ＮＩＣＯ－ＯＺ

4097 小野 雅寛 オノ マサヒロ 平日ローディー

4098 武藤 忠寛 ムトウ タダヒロ

4099 宮川 一郎 ミヤガワ イチロウ グルペット＆ＧＧ１

4100 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ ＹＯＵ　ＣＡＮ　三島

4101 齋藤 文克 サイトウ フミカツ ＧＲＯＶＥ鎌倉

4102 上間 昌人 ウエマ マサト

4103 浜田 悠人 ハマダ ユウト ＶＩＧＯＲＥ

4104 川合 庸五 カワイ ヨウゴ

4105 佐藤 健児 サトウ タケル

4106 佐藤 亮 サトウ リョウ パスハンターズ

4107 小嶋 茂 コジマ シゲル

4108 八島 清志 ヤシマ キヨシ

4109 小谷野 健司 コヤノ ケンジ 東京電設サービス

4110 花岡 武史 ハナオカ タケシ

4111 初瀬川 竜 ハツセガワ リョウ

4112 桜井 晋吾 サクライ シンゴ 小田原藩ｃｃ

4113 倉本 稔久 クラモト トシヒサ

4114 小島 和孝 オジマ カズタカ

4115 山村 明弘 ヤマムラ アキヒロ

4116 桑島 隆之 クワシマ タカユキ ぴっとレーシングチーム

4117 山田 将 ヤマダ マサル
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4118 安田 修 ヤスダ オサム

4119 和田 力佳 ワダ リキヨシ

4120 稲垣 教博 イナガキ ノリヒロ 稲垣行政書士事務所

4121 伊藤 慎也 イトウ シンヤ コマツ／ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ

4122 荒木 靖宏 アラキ ヤスヒロ

4123 小泉 一也 コイズミ カズヤ

4124 根本 喜直 ネモト ヨシナオ ハマー

4125 荻原 岳之 オギハラ タケユキ

4126 永野 行洋 ナガノ ユキヒロ コンチネンタルオートモーティブ

4127 平田 庄司 ヒラタ ショウジ

4128 井上 格 イノウエ イタル

4129 多田 龍一 タダ リュウイチ

4130 伊豫田 雅史 イヨダ マサシ

4131 田中 宏季 タナカ コウキ

4132 小野澤 幸夫 オノザワ ユキオ

4133 林 大介 ハヤシ ダイスケ

4134 筧 五郎 カケイ ゴロウ

4135 篠崎 洋一 シノザキ ヨウイチ

4136 久田 高資 ヒサダ タカシ

4137 龍田 隆明 タツタ タカアキ
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男子50代クラス

ゼッケンカラー 5001 エントリー 111 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

5001 塚越 亮一 ツカコシ リョウイチ

5002 中島 寛 ナカシマ ヒロシ 東村山走ろう会

5003 保坂 仁 ホサカ ジン １００ｍｉｌｅｓ

5004 新井 隆司 アライ タカシ ＣＯＧＳ

5005 小野 貴之 オノ タカユキ 専サーズ

5006 松田 広則 マツダ ヒロノリ Ｇｒｕｐｅｔｔｏ

5007 内田 潤 ウチダ ジュン 大福屋

5008 田所 洋貴 タドコロ ヒロキ Ｏ２ＴＲＣ

5009 和田 崇 ワダ タカシ チームＭＡＲＯ

5010 田中 裕康 タナカ ヒロヤス

5011 石井 晋一 イシイ シンイチ

5012 野口 英人 ノグチ ヒデト アウトレイジャス

5013 山田 昇 ヤマダ ノボル

5014 本間 信明 ホンマ ノブアキ

5015 山下 信介 ヤマシタ シンスケ

5016 斉藤 利幸 サイトウ トシユキ ヘゼリヒ

5017 藤本 英寿 フジモト ヒデトシ

5018 和田 貴夫 ワダ タカオ １００ｍｉｌｅｓ

5019 間野 祐司 マノ ユウジ

5020 袴田 健 ハカマダ タケシ ３ｕｐ

5021 萩原　茂 ハギワラ　シゲル チーム・ウォークライド

5022 川本 寛 カワモト ヒロシ

5023 岩山 年秀 イワヤマ トシヒデ ＫＲＣ

5024 土井 陽一 ドイ ヨウイチ チームオーベスト

5025 田村 知教 タムラ トモノリ

5026 伊達 秀二 ダテ シュウジ くごう鍼灸院

5027 宮崎 博久 ミヤザキ ヒロヒサ 高齢者の会

5028 杉山 英輝 スギヤマ ヒデキ 湘南ベルマーレ

5029 金子 誠 カネコ マコト ＭＴＡ

5030 北川 史和 キタガワ フミカズ デロイトサイクリングクラブ

5031 太田 義盛 オオタ ヨシモリ ヤビツしまだ組

5032 重田 道保 シゲタ ミチヤス まいぺーす

5033 加藤 直樹 カトウ ナオキ 六ツ川レーシング

5034 阿南 芳樹 アナミ ヨシキ バイクルプラザＲＴ

5035 高川 滋人 タカガワ シゲト ＴＺＥ

5036 小澤 正 オザワ マサシ ゆるライド

5037 島津 隆生 シマヅ タカオ ＹＯＫＯＳＵＫＡ　ＵＮＯ

5038 伊藤 譲 イトウ ユズル ＳＣＣ
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5039 東元 茂樹 ヒガシモト シゲキ ＳＮＥＬ

5040 近政 隆 チカマサ タカシ

5041 菊地 憲司 キクチ ケンジ 平成温泉ライダース

5042 遠藤 修 エンドウ オサム 天照ＣＳＴ

5043 後藤 哲哉 ゴトウ テツヤ ＥＳＫ　Ｒａｃｉｎｇ

5044 徳島 睦夫 トクシマ ムツオ 高齢者の会

5045 近藤 祐朗 コンドウ ヒロアキ ＳＮＥＬ

5046 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ

5047 住吉 秀一 スミヨシ シュウイチ

5048 西村 一秀 ニシムラ カズヒデ 貧脚組

5049 大場 泰彦 オオバ ヤスヒコ ＳＢＣ　Ｖｅｒｔｅｘ　Ｃｌｕｂ

5050 洞澤 昇 ホラサワ ノボル テニスパーク湘南

5051 関澤 直人 セキザワ ナオト

5052 町田 仁志 マチダ ヒトシ

5053 早福 寿史 ソウフク スズシ ゆるライド

5054 瀧口 吉郎 タキグチ ヨシロウ スマートコーチング

5055 岡田 辰巳 オカダ タツミ

5056 青木 康 アオキ コウ 平日温泉ライダース

5057 椎野 高太郎 シイノ コウタロウ チーム矢櫃人

5058 青山 悟 アオヤマ サトル

5059 山口 浩司 ヤマグチ コウジ

5060 細谷 智雄 ホソヤ トモオ

5061 岡本 邦裕 オカモト クニヒロ 愛工大自転車同好会ＯＢ

5062 光平 規之 ミツヒラ ノリユキ

5063 林 和孝 ハヤシ カズタカ クラブアンモンテ

5064 牧野 洋知 マキノ ヒロチカ 藤沢市民病院

5065 岡本 純一 オカモト ジュンイチ 整備自転車部

5066 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ

5067 坂上 明 サカガミ アキラ

5068 平井 隆大 ヒライ タカヒロ グルペット

5069 堤 幹夫 ツツミ ミキオ ＲＳＣＣ

5070 佐藤 志樹 サトウ モトキ

5071 添田 徳将 ソエダ ヤスマサ 芝刈貴族倶楽部Ｒ

5072 三澤 敏之 ミサワ トシユキ ＥＭＵ／ＮＩＣＯーＯＺ

5073 佐貫田 尚亮 サヌキダ タカアキ 横浜ロードレーサーズ

5074 柳井 一隆 ヤナイ カズタカ

5075 三浦 新吾 ミウラ シンゴ

5076 八巻 和喜 ヤマキ カズヨシ Ｇｒｕｐｅｔｔｏ

5077 兎本 勇雄 ウモト イサオ Ｔｅａｍ　Ｇｒｕｐｐｅｔｔｏ

5078 西森 正和 ニシモリ マサカズ Ｇｕｒｕｐｅｔｔｏ

5079 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会

5080 中嶋 剛 ナカジマ ツヨシ

5081 渋江 正隆 シブエ マサタカ

5082 佐藤 栄一 サトウ エイイチ ペガサスロード

5083 清水 昌之 シミズ マサユキ チャリ部

5084 勝又 武志 カツマタ タケシ 湘南レーシングチーム松輪塾

5085 佐藤 正己 サトウ マサミ
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5086 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ 横浜ロードレーサーズ

5087 室木 貴行 ムロキ タカユキ

5088 三輪 啓介 ミワ ケイスケ

5089 柳澤 一洋 ヤナギサワ カズヒロ カインズ

5090 芝崎 徹 シバサキ トオル

5091 谷口 純二 タニグチ ジュンジ

5092 前野 和紀 マエノ カズノリ

5093 糸井 康博 イトイ ヤスヒロ

5094 笠間 伸一 カサマ シンイチ ムサコチャリダース

5095 清水 保 シミズ タモツ 平日温泉ライダース

5096 弘中 康文 ヒロナカ ヤスフミ

5097 飯田 大道 イイダ ダイスケ 柏サイクル協会

5098 飛延 陽一 トビノブ ヨウイチ ＴｅａｍキクＣＭＰ

5099 三平 将彦 ミヒラ マサヒコ

5100 田野 英寿 タノ ヒデトシ

5101 坂本 竜一 サカモト リュウイチ

5102 坂路 富士雄 サカミチ フジオ

5103 山邉 覚 ヤマベ サトル

5104 岩間 隆 イワマ タカシ

5105 関根 喜和 セキネ ヨシカズ

5106 東海林 純一 ショウジ ジュンイチ

5107 飯田 勝久 イイダ カツヒサ 専サーズ

5108 細川 泰秀 ホソカワ ヤスヒデ ＳＯＷＡＫＡ

5109 柴田 勝己 シバタ カツミ ＧＳＪ

5110 ラモン サマニエゴ ラモン サマニエゴ

5111 津谷 肇彦 ツヤ トシヒコ 住友電工自転車倶楽部横浜
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男子60歳以上

ゼッケンカラー 6001 エントリー 30 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

6001 伊香 誠 イコウ マコト 和田サイクル

6002 近藤 健 コンドウ タケシ

6003 丸山 満博 マルヤマ ミツヒロ モンテラック

6004 毛内 昭彦 モウナイ アキヒコ

6005 米山 昌二 ヨネヤマ マサジ チーム辻堂

6006 高田 晋司 タカダ シンジ カミハギ名城オールランナー５６

6007 福田 高之 フクダ タカユキ ＦＴＣ

6008 高田 昭 タカダ アキラ チームマリアローザ

6009 井上 雅洋 イノウエ マサヒロ 湘南レーシングチーム

6010 田前 正博 タマエ マサヒロ

6011 木本 佳秀 キモト ヨシヒデ 湯の岳仙人

6012 助川 修 スケガワ オサム 三菱電機（株）郡山工場

6013 望月 昇 モチヅキ ノボル シクロクラブ

6014 郷野 進 ゴウノ ススム チームＹ

6015 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ

6016 木口 勝海 キグチ カツミ クッキーモンスター

6017 戸辺 徹 トベ トオル

6018 新井 智博 アライ トモヒロ

6019 長谷川 正悟 ハセガワ ショウゴ

6020 木下 尚行 キノシタ タカユキ たかだフレンド

6021 三橋 紀男 ミツハシ ノリオ 紀文工房

6022 岡田 隆司 オカダ タカシ

6023 若松 桜男 ワカマツ サクラオ たかだフレンド

6024 篠原 泰弘 シノハラ ヤスヒロ

6025 渡辺 照彦 ワタナベ テルヒコ

6026 齊藤 日出樹 サイトウ ヒデキ ＭＩＶＲＯ

6027 関口 秀紀 セキグチ ヒデキ

6028 高橋 美樹 タカハシ ヨシキ

6029 松下 和隆 マツシタ カズタカ

6030 芹川 研一 セリカワ ケンイチ
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女子一般クラス

ゼッケンカラー 306 エントリー 34 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

306 廣瀬 博子 ヒロセ ヒロコ サイタマサイクルプロジェクト

307 松島 静香 マツシマ シズカ 松島ミート株式会社

308 山口 優子 ヤマグチ ユウコ Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ．

309 中島 富士子 ナカシマ フジコ 東村山走ろう会

310 稲守 由里佳 イナモリ ユリカ チーム　わか

311 早福 佳乃子 ソウフク カノコ ゆるライド

312 築城 光恵 ツイキ ミツエ フェロー／ＥＭＵ

313 正田 萌美 ショウダ メグミ チームぼんじりさん

314 春日 奈津美 カスガ ナツミ

315 大脇 陽子 オオワキ ヨウコ

316 川野 弥奈美 カワノ ミナミ ちーむおすし

317 柴崎 真生 シバサキ マオ

318 加賀 由果 カガ ユカ さぎりこロードバイクちゃんねる

319 小野 響子 オノ キョウコ ｔｅａｍ　ＺＥＲＯ

320 青山 麻衣子 アオヤマ マイコ ＷＶＣＣ

321 市村 まどか イチムラ マドカ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ

322 久保田 美紀 クボタ ミキ ＶＩＧＯＲＥ

323 米沢 文 ヨネザワ フミ ＷＶＣＣ

324 中村 葵 ナカムラ アオイ ＨｉｇｈＡｍｂｉｔｉｏｎ

325 木下 友梨菜 キノシタ ユリナ

326 西本 妙子 ニシモト タエコ

327 高塚 香織 タカツカ カオリ

328 森 ディオナ モリ ディオナ

329 鈴木 友佳子 スズキ ユカコ ＭＩＶＲＯ

330 日置 恵美 ヒキ エミ

331 多田 優子 タダ ユウコ

332 伊野 雅美 イノ マサミ

333 菅原 彩 スガワラ アヤ

334 水田 晴代 ミズタ ハルヨ

335 斎藤 瑞穂 サイトウ ミズホ

336 ミシュク キンガ ミシュク キンガ

337 土屋 心優 ツチヤ ミユ 正則高等学校

338 細川 芙優華 ホソカワ フユカ ＳＯＷＡＫＡ

339 苅田　磨己 カリタ　マミ ＨｉｇｈＡｍｂｉｔｉｏｎ
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男子フラットバークラス

ゼッケンカラー 126 エントリー 11 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

126 田中 一平 タナカ イッペイ ＭｉｘＤーＬｉｖｅ

127 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ ＮＴＴデータ

128 横山 英樹 ヨコヤマ ヒデキ 望星薬局

129 野津 厚 ノヅ アツシ 港湾空港技術研究所

130 市田 直樹 イチダ ナオキ 八洲電機

131 鈴木 総一郎 スズキ ソウイチロウ

132 西村 末吉 ニシムラ スエヨシ ｊａｎ　ｄａ　ｌａ　輪

133 畑野 法史 ハタノ ノリフミ

134 猪原 保宏 イハラ ヤスヒロ

135 桜井 渉 サクライ ショウ ＲＩＮＲＩＮ

136 三田 大夢 ミタ ヒロム

女子フラットバークラス

ゼッケンカラー 137 エントリー 1 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30
スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

137 尾崎 綾 オザキ アヤ

男子シングルフリークラス

ゼッケンカラー 138 エントリー 3 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30
スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

138 河野 栄治 コウノ エイジ ぽっチャリ倶楽部

139 大脇 康政 オオワキ ヤスマサ ＮＡＭＩＢＩＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ

140 富澤 伸行 トミザワ ノブユキ 高崎ナッカラーノレーシング
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男子ペアクラス

ゼッケンカラー 201 エントリー 6 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

片瀬 英治 カタセ エイジ

片瀬　翔太 カタセ　ショウタ

鈴木 誠 スズキ マコト

清野　彰久 キヨノ　アキヒサ

出口 雄二 デグチ ユウジ

高山　信行 タカヤマ　ノブユキ

201

202

203

うめちゃん

サーブスリー

23/27



箱根ヒルクライム2021スタートリスト

男女ペアクラス

ゼッケンカラー 204 エントリー 22 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

齋藤 寛太 サイトウ カンタ

小林　一美 コバヤシ　ヒトミ

中島 深希 ナカジマ ミキ

前田　英樹 マエダ　ヒデキ

渡部 誠 ワタナベ マコト

山崎　友輝 ヤマザキ　ユウキ

木下 信 キノシタ シン

木下　友菜 キノシタ　トモナ

佐藤 哲也 サトウ テツヤ

猪俣　淳子 イノマタ　ジュンコ

栃倉 学 トチクラ マナブ

栃倉　未来 トチクラ　ミク

青谷 正毅 アオヤ マサキ

青谷　美奈子 アオヤ　ミナコ

隅田 歩 スミダ アユム

松本　莉奈 マツモト　リナ

高橋 弘樹 タカハシ ヒロキ

高橋　和佳子 タカハシ　ワカコ

桜井 豪 サクライ ゴウ

桜井　裕子 サクライ　ヒロコ

今野 真菜 コンノ マナ

山下　太一 ヤマシタ　タイチ

小径車クラス

ゼッケンカラー 141 エントリー 4 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:00 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

141 澤田 健 サワダ ケン

142 笹内 秀法 ササウチ ヒデノリ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ

143 中島 大介 ナカジマ ダイスケ ＯＯＣ倶楽部

144 下地 正太 シモジ ショウタ

登坂狂会とサニクライム209

210

211

212

213

214

わこはす

ＲＩＮＲＩＮ

ｃｈｉｎｇ＆ｌｏｗ．

コテツクラブ208

204

205

206

207

ウィンディー筑波
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キャラヒル部門

ゼッケンカラー ？ エントリー 113 名

出走 名

前日受付 14:30～17:30 当日受付（事前申込） 5:30～6:30

スタート会場

オープン
9:00～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:00

ダブルエントリー ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

〇 701 田村 友希 タムラ ユウキ

〇 702 小林 久哲 コバヤシ ヒサト

〇 703 駒井 裕太 コマイ ユウタ パールイズミ　ラヴァネロ

〇 704 岩田 健一 イワタ ケンイチ

〇 705 房安 良和 フサヤス ヨシカズ

〇 706 早田 巧 ハヤタ タクミ メイドさん学科自転車部

〇 707 野口 修平 ノグチ シュウヘイ

〇 708 三輪 あい莉 ミワ アイリ

〇 709 片岡 武 カタオカ タケシ

〇 710 田辺 弥央 タナベ ミツヒサ ｎｍ７Ｒａｃｉｎｇ

〇 711 小林 亮太 コバヤシ リョウタ ハロー、チンパンワールド！

〇 712 望月 慶太 モチヅキ ケイタ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ

〇 713 三浦 拓 ミウラ タク

〇 714 末柄 嘉之 スエガラ ヨシユキ ハロー、チンパンワールド

〇 715 上久保 椋太 カミクボ リョウタ

〇 716 元平 達朗 モトヒラ タツロウ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ

〇 717 大川 駿 オオカワ シュン

〇 718 髙田 将太郎 タカタ ショウタロウ （株）ＯＩＳ

〇 719 人見 泰弘 ヒトミ ヤスヒロ ｎｍ７　Ｒａｃｉｎｇ

〇 720 中村 泰章 ナカムラ ヤスアキ ＩＮＦＩＮＩＴＹＳＴＹＬＥ

〇 721 工藤 陸 クドウ リク

〇 722 齋藤 隆勝 サイトウ タカマサ えんじょいらいだーす

〇 723 川本 達浩 カワモト タツヒロ

〇 724 米田 拓弥 ヨネダ タクヤ 夏葉Ｐストイックトレーニング部

〇 725 羽賀 研太朗 ハガ ケンタロウ

〇 726 三輪 祥大 ミワ ヨシヒロ

〇 727 青木 秀彰 アオキ ヒデアキ

〇 728 池亀 諒 イケガメ リョウ ラブライド！

〇 729 和田 一真 ワダ カズマ

〇 730 小栗 辰雄 オグリ タツオ

〇 731 鐙谷 祐介 アブミヤ ユウスケ 木崎湖サイクリング同好会

〇 732 谷田 憲保 タニダ ノリヤス ずんずん教

〇 733 渡邊 公博 ワタナベ キミヒロ

〇 734 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ

〇 735 草間 大貴 クサマ ヒロキ 平日温泉ライダース

〇 736 川上 由利恵 カワカミ ユリエ チームＤＫＹ

〇 737 関 裕也 セキ ユウヤ

〇 738 小金丸 慎 コガネマル シン
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〇 739 鈴木 裕樹 スズキ ユウキ ハロー、チンパンワールド

〇 740 中川 進太 ナカガワ シンタ ｎｍ７　Ｒａｃｉｎｇ

〇 741 青木 達徳 アオキ タツノリ

〇 742 三浦 靖 ミウラ ヤスシ

〇 743 高橋 賢 タカハシ ケン

〇 744 峯 昂輝 ミネ コウキ

〇 745 小澤 徹也 オザワ テツヤ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ

〇 746 青山 郁史 アオヤマ タカシ

〇 747 橋本 元気 ハシモト ゲンキ しょぼよわ宇都宮支店

〇 748 青井 慎吾 アオイ シンゴ ＮＡＭＩＢＩＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ

〇 749 中川 陽介 ナカガワ ヨウスケ

〇 750 及川 直史 オイカワ ナオフミ

〇 751 佐々木 崇 ササキ タカシ ニュー痛家

〇 752 深澤 陽一 フカサワ ヨウイチ

〇 753 大越 典明 オオコシ ノリアキ ハローチンパンワールド！

〇 754 阿見 裕一 アミ ユウイチ うまぴょいレーシング

〇 755 池田 雅哉 イケダ マサヤ

〇 756 越智 浩之 オチ ヒロユキ

〇 757 鈴木 潤 スズキ ジュン

〇 758 岸尾 修敬 キシオ ノブタカ

〇 759 米田 知広 ヨネダ トモヒロ

〇 760 幸治 一 コウジ ハジメ オーメストグランデ

〇 761 小原 信二 コハラ シンジ

〇 762 岡村 徹也 オカムラ テツヤ

〇 763 白石 貴司 シライシ タカシ 中身はデブでヒゲのマダオ

〇 764 山部 大輔 ヤマベ ダイスケ オーメストグランデ

〇 765 鈴木 亮 スズキ リョウ

〇 766 秋本 裕之 アキモト ヒロユキ

〇 767 渡辺 修司 ワタナベ シュウジ 平日温泉ライダース

〇 768 廣瀬 智徳 ヒロセ トモノリ

〇 769 佐々木 翼 ササキ ツバサ オーメストグランデ

〇 770 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬家とメジロ家の主治医

〇 771 志賀 正和 シガ マサカズ

〇 772 一柳 建雄 ヒトツヤナギ タケオ とね屋

〇 773 森 慎司 モリ シンジ

〇 774 三田 幸英 ミタ ユキヒデ

〇 775 高橋 圭 タカハシ ケイ メイドさん学科自転車部

〇 776 吉田 健 ヨシダ ケン チーム三連星

〇 777 望月 昌之 モチヅキ マサユキ

〇 778 井上 慎吾 イノウエ シンゴ

〇 779 阿部 貴史 アベ タカシ チームＢＳＮ

〇 780 長瀬 哲洋 ナガセ アキヒロ

〇 781 中田 幸典 ナカタ ユキノリ

〇 782 間瀬 淳 マセ アツシ

〇 783 河上 元宏 カワカミ モトヒロ

〇 784 小河原 貴弘 オガワラ タカヒロ

〇 785 水野 健太郎 ミズノ ケンタロウ
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〇 786 瀬川 寛治 セガワ カンジ

〇 787 石塚 郁洋 イシヅカ イクヒロ

〇 788 村川 誠 ムラカワ マコト

〇 789 宮坂 和宏 ミヤサカ カズヒロ

〇 790 藤原 伸二 フジワラ シンジ

〇 791 大和田 忠大 オオワダ タダヒロ

〇 792 町田 誠 マチダ マコト

〇 793 岩井 康之 イワイ ヤスユキ

〇 794 坂西 裕 バンザイ ヒロシ マキノサイクルファクトリー

〇 795 高橋 元 タカハシ ハジメ

〇 796 原田 信也 ハラダ シンヤ メイドさん学科自転車部

〇 797 田中 泰明 タナカ ヒロアキ

〇 798 岡田 邦彦 オカダ クニヒコ

〇 799 林田 新也 ハヤシダ シンヤ

〇 800 野尻 信也 ノジリ シンヤ 箱根学園高等学校　自転車競技部

〇 801 兵頭 健治 ヒョウドウ ケンジ

〇 802 松田 貢 マツダ ミツグ

〇 803 中島 尚樹 ナカジマ ナオキ

〇 804 近藤 知明 コンドウ トモアキ そろもざいく

〇 805 小室 太朗 コムロ タロウ Ｍｉｘ　Ｄ－Ｌｉｖｅ

〇 806 矢野 英之 ヤノ ヒデユキ

〇 807 麻生 将裕 アソウ マサヒロ おかしな国のおかし屋さん

〇 808 藤河 広明 フジカワ ヒロアキ

〇 809 近賀 博至 キンガ ヒロシ 日東工業株式会社

〇 810 佐藤 祐介 サトウ マサユキ

〇 811 花戸 和哉 ハナド カズヤ おりたたぶ

〇 812 平山 友章 ヒラヤマ トモアキ ＦＡＲｓ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ

〇 813 佐々木 勉 ササキ ツトム
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