
箱根ヒルクライム2022スタートリスト

ポタリングオープン
青 エントリー 2 名

出走 名
スタート 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
91 佐藤 義郎 サトウ ヨシロウ
92 佐藤 宏樹 サトウ ヒロキ

キャラクターヒルクライムハーフ
柄あり エントリー 15 名

出走 名
スタート 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
951 寺澤 遥 テラサワ ハルカ
952 大和田 忠大 オオワダ タダヒロ
953 熱田 裕之 アツタ ヒロユキ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ
954 小夫 瑞太 オブ ケイタ
955 河野 健一郎 コウノ ケンイチロウ
956 森 慎司 モリ シンジ
957 畑 善貴 ハタ ヨシタカ
958 石井 重成 イシイ シゲナリ
959 小川 真綾 オガワ マアヤ
960 大廣 到 オオヒロ イタル
961 三橋 薫 ミツハシ カオル
962 伊藤 拓海 イトウ タクミ ペパボサイクリングクラブ
963 山本 稔也 ヤマモト トシヤ ペパボサイクリングクラブ
964 安田 知暉 ヤスダ トモキ
965 佐藤 雄 サトウ ユウ

小学生チャンピオン
青 エントリー 10 名

出走 名
スタート 10:15

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
51 田中 陽登 タナカ ハルト ＣＯＷＧＵＭＭＡ
52 東 諒 ヒガシ マコト いそや友の会
53 末田 航規 スエダ コウキ ＣＯＷＧＵＭＭＡｊｒ
54 木村 孔南 キムラ コナン ＦＵ－ＪＩＮ　ＲＡＣＩＮＧ
55 成瀬 奏音 ナルセ カナト 北川根小学校
56 渡井 健太 ワタイ ケンタ ＡＶＥＮＴＵＲＡ
57 柬理 日楠詩 カンリ ヒナタ 大曽根小学校
58 黒木 大登 クロキ ヤマト
59 松田 昂 マツダ コウ
60 茂木 陽向 モテギ ヒナタ
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箱根ヒルクライム2022スタートリスト

チャンピオン男子
白 エントリー 32 名

出走 名
スタート 10:30

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 樋口 泰伸 ヒグチ ヤスノブ 豆サイ、ちばサイクル
2 齋籐 光一 サイトウ コウイチ えふてぃーきりんざん
3 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 天照ＣＳＴ
4 若松 達人 ワカマツ タツヒト ちばサイクル
5 郷司 飛馬 ゴウジ ヒウマ まいぺーす
6 木村 浩樹 キムラ ヒロキ
7 川村 英樹 カワムラ ヒデキ
8 福井 よしたけ フクイ ヨシタケ
9 武田 直樹 タケダ ナオキ 豊田合成

10 布留川 恒太朗 フルカワ コウタロウ 天照
11 丸岡 洸哉 マルオカ コウヤ なし
12 玉村 喬 タマムラ キョウ 天照ＣＳＴ
13 高橋 優一 タカハシ ユウイチ
14 前川 聡朗 マエガワ トシアキ ＮＩＣＯ－ＯＺ
15 水村 健大 ミズムラ ケンタ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ
16 林 直志 ハヤシ ナオユキ 天照／ＥＭＵ
17 武藤 忠寛 ムトウ タダヒロ ちゃり部
18 加藤 大貴 カトウ ダイキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ
19 齋藤 慶之 サイトウ ヨシユキ
20 桜井 晋吾 サクライ シンゴ ＳＢＣＶｅｒｔｅｘＲａｃｉｎｇ
21 小島 快斗 コジマ カイト グエルバイシクル
22 荻野 仁志 オギノ ヒトシ 往来／ＺＷＣ
23 井上 凌 イノウエ リョウ ゼログラビティ多摩・多摩学連

24 鈴木 日高 スズキ ヒダカ なし
25 福原 悠介 フクハラ ユウスケ 名古屋大学ＡｉｒＣｒａｆｔ
26 浅野 宏弥 アサノ ヒロヤ
27 所司 純一 ショシ ジュンイチ 京都下鴨病院
28 本田 玲緒 ホンダ レオ なし
29 久保 陸 クボ リク チーム鳥人間
30 本田 純盛 ホンダ ジュンセイ
31 庵前 知輝 アンノマエ トモキ サイクル・フリーダム
32 横矢 峻 ヨコヤ シュン 埼玉大学

2/29



箱根ヒルクライム2022スタートリスト

高校生
青 エントリー 10 名

出走 名
スタート 10:30

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
81 風間 大和 カザマ ヤマト 淑徳巣鴨高校
82 松島 煌和 マツシマ コウワ ＣＯＷＧＵＭＭＡ　新島学園
83 勝間田 侑大 カツマタ ユウダイ エフジーシーピー
84 笹本 一文 ササモト カズフミ
85 成瀬 怜 ナルセ リョウ
86 武田 依央理 タケダ イオリ 土浦工業
87 髙橋 悠斗 タカハシ ユウト
88 松下 太翔 マツシタ タイト 神奈川県立伊勢原養護学校

89 松葉 功将 マツバ コウスケ
90 大学 聖悟 ダイガク セイゴ 神奈川県立麻生総合高等学校

中学生
青 エントリー 8 名

出走 名
スタート 10:30

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
71 稲江 蓮翔 イナエ レント Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｓｔｙｌｅ
72 関口 煌大 セキグチ コウタ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ
73 永吉 大晴 ナガヨシ タイセイ 平日ローディー
74 芝山 瑠透 シバヤマ ルイト ＲＯＵＧＨ　ＳＴＯＮＥＳ
75 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ ＶＣ　ＡＶＡＮＺＡＲＥ
76 成瀬 謙汰 ナルセ ケンタ 友部第二中学校
77 深澤 壽紀 フカサワ トシキ
78 慧晴 野村 ノムラ ケイセイ ＡＶＥＮＴＵＲＡ
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箱根ヒルクライム2022スタートリスト

体重別60～65ｋｇ未満
白 エントリー 19 名

出走 名
スタート 10:35

※年代別とのダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
40代 6061 松本 傑 マツモト スグル
50代 6062 伊藤 譲 イトウ ユズル
18～29歳 6063 原 竜太郎 ハラ リュウタロウ ＣＲＣ打倒М崎の会

6064 鈴木 真人 スズキ マサト ＦＣＣカラアゲカレー
6065 柴田 大地 シバタ ダイチ 神奈川スバル

40代 6066 風間 玄 カザマ ゲン プロトン伊豆レーシング
6067 山内 俊幸 ヤマウチ トシユキ ペルジタ
6068 松下 祐介 マツシタ ユウスケ

40代 6069 佐久間 毅 サクマ ツヨシ 湾岸サイクリング・ユナイテッド

6070 辻 健斗 ツジ ケント ＯＲＣＡサイクリングチーム
6071 野口 圭太 ノグチ ケイタ ＴＥＭＳサイクリングクラブ

30代 6072 池上 央将 イケガミ ヒサノブ ゲリラ豪雨
18～29歳 6073 工藤 僚ニ クドウ リョウジ

6074 ＭＡＧＬＡＬＡＮＧ ＭＡＲＫ マグララング マーク
6075 平川 誠 ヒラカワ マコト
6076 清水 大地 シミズ ダイチ チームＴＭＲ

18～29歳 6077 三坂 恭志郎 ミサカ キョウシロウ
6078 守 拓海 モリ タクミ トヨタ東京自動車大学校
6079 吉田 智行 ヨシダ トモユキ ヤマダレーシング

体重別65～70ｋｇ未満
赤 エントリー 12 名

出走 名
スタート 10:35

※年代別とのダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

6501 手嶋 実樹 テジマ ミキ ＭＫ３
50代 6502 猪狩 孝 イガリ タカシ チャリ恋ｄｅ関東組

6503 岡 了平 オカ リョウヘイ 平日温泉ライダース
6504 加藤 秀幸 カトウ ヒデユキ
6505 瀬川 祐太 セガワ ユウタ ＥＭＵ
6506 澤田 俊介 サワダ シュンスケ まいぺーす
6507 藤浦 幸二 フジウラ コウジ 宮本金属株式会社

30代 6508 乾 那由他 イヌイ ナユタ 本郷美術骨董館
30代 6509 上野 豊生 ウエノ トヨナリ ＦＣＣ／ＪＥＴＴ
18～29歳 6510 濱口 慧 ハマグチ ケイ

6511 藤田 敦 フジタ アツシ バーガーボーイズ
6512 浅井 広行 アサイ ヒロユキ
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箱根ヒルクライム2022スタートリスト

体重別70～80ｋｇ未満
水色 エントリー 22 名

出走 名
スタート 10:35

※年代別とのダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

7001 古沢 元揮 フルサワ モトキ
7002 東 智博 ヒガシ トモヒロ ＭＫ３
7003 奈良 智晃 ナラ トモアキ 湘南浪漫
7004 安河内 高利 ヤスコウチ タカトシ スカルアンドボーンズ
7005 奥秋 篤 オクアキ アツシ コムリン

30代 7006 鈴木 章斗 スズキ アキト
7007 松本 照吾 マツモト ショウゴ
7008 今関 大輔 イマゼキ ダイスケ チームキイロイトリ
7009 仁科 洋人 ニシナ ヒロト サイクルフリーダム
7010 猪股 涼也 イノマタ リョウヤ ＮＩＣＯ－ＯＺ
7011 松島 寿樹 マツシマ トシキ オンザロード
7012 櫛田 徹 クシダ トオル
7013 荒瀬 壮兵 アラセ ソウヘイ ＦＣＣ
7014 鈴木 和宏 スズキ カズヒロ
7015 熊谷 龍生 クマガイ タツオ
7016 合田 弘幸 アイダ ヒロユキ ミトコンドリア健康法
7017 神戸 朋春 カンベ トモハル
7018 篠原 徹 シノハラ トオル
7019 佐藤 凌 サトウ リョウ
7020 石原 智之 イシハラ トモユキ ほっけしらすふぁんくらぶ
7021 田中 淳平 タナカ ジュンペイ
7022 松井 孝明 マツイ タカアキ
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箱根ヒルクライム2022スタートリスト

体重別80kg超級
黄 エントリー 29 名

出走 名
スタート 10:35

※年代別とのダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

8001 中西 武徳 ナカニシ タケノリ ＮＷＦＣ
8002 佐藤 浩建 サトウ ヒロタケ ＧＳ．Ｚｕｃｃｈｅｒｏ
8003 山内 譲太 ヤマウチ ジョウタ ＴＥＡＭ光
8004 後藤 與四也 ゴトウ ヨシヤ
8005 三浦 聡 ミウラ サトシ ＴＺＥ
8006 大塚 直斗 オオツカ ナオト 武蔵境自転車部
8007 仙田 利宗 センダ トシムネ ＦＣＣ
8008 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ＮＩＣＯ／ＥＭＵ
8009 中村 公一 ナカムラ コウイチ ろーたす
8010 伊藤 憲宣 イトウ ヨシノリ
8011 本多 悠史 ホンダ ユウシ

40代 8012 塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Ａｒａｒｅｎ８２１４
8013 金子 宏太 カネコ コウタ

50代 8014 大江 歩 オオエ アユミ モンスタートライアスロンクラブ

40代 8015 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ
50代 8016 加藤 良太 カトウ リョウタ

8017 長本 慶太 ナガモト ケイタ
8018 ブランチフィールド ピーター ブランチフィールド ピーター
8019 宮武 智 ミヤタケ サトシ みやたけ

40代 8020 田渕 英明 タブチ ヒデアキ
8021 永田 大和 ナガタ ヒロカズ ＩＲＩＥＶＩＢＥＳ
8022 渡邊 敬太 ワタナベ ケイタ
8023 袴田 直樹 ハカマタ ナオキ センテック
8024 工藤 祐太郎 クドウ ユウタロウ ビーアンドラルプ
8025 真間 一矢 ママ カズヤ まいぺーす
8026 工 栄一郎 タクミ エイイチロウ ４３Ｒａｐｉｄｅ

30代 8027 表野 竜馬 ヒョウノ リョウマ
8028 伊藤 透 イトウ トオル オルカサイクリングチーム

30代 8029 藤倉 悟 フジクラ サトル ＹＳＴＣ
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鉄の漢（女子）
特殊車 エントリー 1 名

出走 名
スタート 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
111 新井 理恵 アライ リエ むささびクラブ

鉄の漢（男子）
特殊車 エントリー 28 名

出走 名
スタート 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
112 石川 智則 イシカワ トモノリ ＴＥＡＭ　ＫＯＢＡＴＯＮ
113 市川 淳 イチカワ ジュン 雑兵
114 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ
115 大谷 俊次 オオタニ シュンジ ＮＡＳ
116 小口 拓海 オグチ タクミ ＡＧＯ
117 上北 悟史 カミキタ サトシ
118 越仮 康雅 コシカリ ヤスマサ ＫＴ会自転車部
119 小林 昌央 コバヤシ マサオ
120 笹内 秀法 ササウチ ヒデノリ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ
121 佐野 智昌 サノ チアキ ぽっチャリ倶楽部
122 澤本 亘 サワモト ワタル
123 四ノ宮 悠司 シノミヤ ユウジ
124 高野 保真 タカノ ヤスナオ
125 高松 大樹 タカマツ ダイキ ゲリラ豪雨
126 竹田 裕二 タケダ ユウジ
127 多田 勇太 タダ ユウタ 東京農工大学
128 立道 洋平 タツミチ ヨウヘイ ＭＳＲ
129 中澤 竜次 ナカザワ リュウジ
130 中澤 僚太 ナカザワ リョウタ オルカ　サイクリングチーム
131 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ
132 久田 高資 ヒサダ タカシ
133 二見 峻介 フタミ シュンスケ なぎさサイクル
134 正野 琳太郎 マサノ リンタロウ
135 松村 岳彦 マツムラ タケヒコ イシュタール
136 森 達彦 モリ タツヒコ
137 山本 貴理 ヤマモト タカヨシ
138 若尾 拳治 ワカオ ケンジ
139 和田 健司 ワダ ケンジ
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箱根ヒルクライム2022スタートリスト

ファットバイク
特殊車 エントリー 4 名

出走 名
スタート 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
101 室住 竜哉 ムロズミ タツヤ パンダ練
102 細川 雅司 ホソカワ マサシ ＴｅａｍＤＫＹ
103 丸山 弘 マルヤマ ヒロシ 巨匠ワークアウト
104 高橋 功 タカハシ コウ

e-bike（女子）
青 エントリー 2 名

出走 名
スタート 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
9001 野上 美子 ノガミ ヨシコ
9002 工藤 久美子 クドウ クミコ ビーアンドラルプ

e-bike（男子）
青 エントリー 8 名

出走 名
スタート 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
9011 宮崎 久則 ミヤザキ ヒサノリ クラブアンモンテ
9012 柴田 明季 シバタ アキトシ そら
9013 小泉 直樹 コイズミ ナオキ
9014 陶山 芳一 スヤマ ヨシカズ デルタ・ウエイヴ
9015 菅原 純二 スガワラ ジュンジ
9016 大澤 匡 オオサワ タダシ
9017 杉山 直宏 スギヤマ ナオヒロ
9018 松下 塁 マツシタ ルイ
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男子18～29歳
黄 エントリー 56 名

出走 名
スタート 10:40

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

2001 御厨 知磨 ミクリヤ カズマ
2002 御厨 智大 ミクリヤ トモヒロ
2003 大岩 零治 オオイワ レイジ 東日本旅客鉄道株式会社
2004 齊木 卓也 サイキ タクヤ まろやか倶楽部
2005 吉野 達希 ヨシノ タツキ
2006 今宮 壮 イマミヤ ソウ ＭＡＲＩＯＬＯ
2007 大渕 岳裕 オオフチ タカヒロ ぬんハウス
2008 若林 竜也 ワカバヤシ タツヤ
2009 三田 千里 ミタ センリ ＳＢＣ　Ｖｅｒｔｅｘ
2010 井上 翔太 イノウエ ショウタ ｐｅｄａｌｉｓｔ
2011 戸島 大輝 トジマ ダイキ ＮＤＭＣ
2012 北川 拓弥 キタガワ タクミ インフィニティースタイル
2013 宮下 鋭 ミヤシタ サトキ
2014 鈴木 悠斗 スズキ ユウト
2015 藤田 理 フジタ フジタ
2016 石井 宏治 イシイ コウジ ＮＤＭＣ
2017 久門 勇貴 クモン ユウキ 名古屋大学エアクラフト
2018 近政 諒 チカマサ リョウ
2019 西口 鳳馬 ニシグチ フウマ 静岡大学
2020 櫻田 望実 サクラダ ノゾミ
2021 関山 賢太 セキヤマ ケンタ
2022 吉松 洋人 ヨシマツ ヒロト
2023 遠藤 聡 エンドウ サトシ
2024 橋本 晴哉 ハシモト セイヤ 往来！！！！！！！！
2025 澤田 舜 サワダ シュン
2026 山崎 交輝 ヤマザキ コウキ
2027 中曽根 雄 ナカソネ ユウ ブレインパッド自転車部
2028 池谷 隆太 イケヤ リュウタ パーク
2029 畑山 竜也 ハタヤマ タツヤ 平日温泉ライダース
2030 三輪 誉徳 ミワ モトノリ
2031 森 勇斗 モリ ユウト
2032 谷 昂亮 タニ コウスケ
2033 遠藤 宙志 エンドウ ヒロユキ 無所属
2034 村中 綾 ムラナカ リョウ ＦＵーＪＩＮ　ＲＡＣＩＮＧ
2035 平山 昂輝 ヒラヤマ コウキ 神奈川大学
2036 足立 一馬 アダチ カズマ ＴＵＣＣ
2037 勝 優貴 カツ ユウキ ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｓｔｙｌｅ
2038 吉澤 拓朗 ヨシザワ タクロウ
2039 畠 幸希 ハタ コウキ エアクラフト
2040 宮田 夏光 ミヤタ ナツキ
2041 田中 涼太 タナカ リョウタ
2042 高野 隼也人 タカノ ハヤト 名古屋大学ＡｉｒＣｒａｆｔ
2043 澤田 紘汰 サワダ コウタ ＬＢＣ
2044 藤澤 翼 フジサワ ツバサ
2045 岡部 将和 オカベ マサカズ
2046 小林 智憲 コバヤシ トモノリ
2047 丹治 開 タンジ カイ
2048 岩田 大地 イワタ ダイチ
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2049 田中 鳳人 タナカ タカト エンドウ商会
2050 小林 紀隆 コバヤシ ノリタカ 東京工業大学
2051 竹内 光作 タケウチ コウサク 名工大ＮＩＥＷｓ
2052 大林 哲士 オオバヤシ サトシ 東京工業大学サイクリング部

60～65kg 6073 工藤 僚ニ クドウ リョウジ
60～65kg 6063 原 竜太郎 ハラ リュウタロウ ＣＲＣ打倒М崎の会
60～65kg 6077 三坂 恭志郎 ミサカ キョウシロウ
65～70kg 6510 濱口 慧 ハマグチ ケイ

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
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男子30～39歳
緑 エントリー 120 名

出走 名
スタート 10:45

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
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 ＥＭＵ　ＳｐｅｅｄＣｌｕｂ
3002 魚住 洋平 ウオズミ ヨウヘイ
3003 須藤 隆紀 ストウ タカノリ
3004 池田 和規 イケダ カズノリ クラブウェルダン
3005 安部 貴輝 アベ タカキ ＯＲＡＮＧＥＷＨＥＥＬＳ
3006 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ
3007 瀬間 英希 セマ ヒデキ
3008 矢野 国康 ヤノ クニヤス ４３Ｒａｐｉｄ
3009 奥山 真平 オクヤマ シンペイ
3010 髙見 和宏 タカミ カズヒロ
3011 越田 洋介 コシダ ヨウスケ
3012 浜田 貴弘 ハマダ タカヒロ
3013 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ
3014 鈴木 秀典 スズキ ヒデノリ ビエント
3015 玉利 洋平 タマリ ヨウヘイ
3016 青木 悠輔 アオキ ユウスケ 瑠璃色金魚
3017 山中 淳 ヤマナカ マコト 東京理科大学サイクリングＯＢ

3018 大野 尚紀 オオノ ナオキ
3019 高橋 翼 タカハシ ツバサ ＰＥＬＯＴＯＮ　ＩＺＵ
3020 福地 颯人 フクチ ハヤト ワンダーサイクリングＯＢ
3021 土屋 直樹 ツチヤ ナオキ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ
3022 原 良多 ハラ リョウタ
3023 倉持 信行 クラモチ ノブユキ
3024 高橋 央人 タカハシ ヒサト
3025 巴 亮太 トモエ リョウタ Ｂｉｒｄｍａｎ　Ｔｅａｍ‘Ｆ
3026 塩野 竜也 シオノ タツヤ 日和＠コンタマ
3027 大津 尭博 オオツ タカヒロ
3028 丸山 大貴 マルヤマ ダイキ
3029 柴田 慶輔 シバタ ケイスケ ＳＢＣ　Ｖｅｒｔｅｘ
3030 伊藤 佑一 イトウ ユウイチ
3031 小藤 崇記 コトウ タカノリ ＥＴＴ
3032 中村 直樹 ナカムラ ナオキ
3033 角田 圭 カクタ ケイ
3034 宮澤 貴廣 ミヤザワ タカヒロ プロトン伊豆
3035 沖津 高紹 オキツ タカツグ
3036 五十嵐 陵 イガラシ リョウ エンドウ商会
3037 白坂 僚 シラサカ リョウ 野毛山エクスプレス
3038 白石田 雄太 シロイシダ ユウタ
3039 神田 浩平 カンダ コウヘイ ＡＲＴＩＦＡＣＴＲＴ
3040 竹田 悠人 タケダ ユウト 武蔵境自転車部
3041 小平 和樹 コビラ カズキ セマス新松戸
3042 市川 創 イチカワ ソウ ／／／
3043 藤崎 辰也 フジサキ タツヤ ＲＯＣＣＡＣＹＣＬＥ
3044 小市 良祐 コイチ リョウスケ
3045 中村 良輝 ナカムラ ヨシキ ＮＩＣＯーＯＺ
3046 林 勇樹 ハヤシ ユウキ
3047 曽根原 亮 ソネハラ リョウ 日本平りんりんクラブ
3048 金澤 圭祐 カナザワ ケイスケ
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3049 上田 良太 ウエダ リョウタ
3050 岡 明弘 オカ アキヒロ
3051 淵上 龍輝 フチガミ リュウキ
3052 大久保 海斗 オオクボ カイト コマツ自転車部
3053 肥田 恭知 ヒダ ヤストモ
3054 阿部 竜虎 アベ リュウコ
3055 間野 由公彦 マノ ユキヒコ
3056 岩崎 盛俊 イワサキ モリトシ
3057 越田 遥介 コシダ ヨウスケ 金森自転車部
3058 加賀 優樹 カガ ユウキ
3059 本松 直樹 モトマツ ナオキ ＪＥＴＴ
3060 下川 達也 シモカワ タツヤ ＥＭＵ／ＮＩＣＯ
3061 中村 啓介 ナカムラ ケイスケ 相模原市
3062 齊木 拓人 サイキ タクト
3063 森 拓也 モリ タクヤ
3064 石川 健太朗 イシカワ ケンタロウ ＢＣ．ｔｉｍｅ＇ｓ
3065 黄 士庭 ファン シーテイイン Ｕ－ＮＥＸＴＢＩＫＥいけ
3066 宇佐美 達也 ウサミ タツヤ
3067 稲田 一生 イナダ イッセイ まいぺーす
3068 縣 亮太 アガタ リョウタ
3069 佐藤 清貴 サトウ キヨタカ ＭＩＶＲＯ
3070 横山 潤 ヨコヤマ ジュン （公財）日本合板検査会
3071 原田 裕貴 ハラダ ヒロキ ヨコスカウノ
3072 大田 竜史 オオタ リュウジ
3073 渡辺 俊助 ワタナベ シュンスケ
3074 渕上 諭 フチガミ サトシ ＰＩＳＴＡ
3075 池田 剛 イケダ ゴウ 松戸ＦＤ
3076 加藤 弘和 カトウ ヒロカズ アルフレッサ
3077 倉林 和暢 クラハヤシ カズノブ
3078 富塚 文徳 トミツカ トモノリ ＮＩＣＯ－ＯＺ
3079 ＭＡＧＡＬＨＡＥＳ ＲＵＤＡＨＡＭＡＤＡ マガリャス ルダハマダ ｃｏｙｏｔｅ．ｃｃ
3080 斎藤 哲也 サイトウ テツヤ
3081 齋藤 勝彦 サイトウ カツヒコ
3082 伊藤 勝明 イトウ カツアキ
3083 酒井 貴史 サカイ タカシ たかだレーシング
3084 梶村 達也 カジムラ タツヤ
3085 岡村 拓 オカムラ タク
3086 兜森 祥介 カブトモリ ヨウスケ 多摩永山自転車部
3087 味見 芳人 アジミ ヨシト 松本ＣＣ
3088 森 拓海 モリ タクミ ＣＯＷＧＵＭＭＡ
3089 白石 陸 シライシ ヒトシ 多摩永山自転車クラブ
3090 張 碩 チョウ セキ ＣＣＣ
3091 塚田 智 ツカダ サトシ
3092 イェラ マーセル イェラ マーセル Ｙｏｋｏｓｕｋａ　ＣＣ
3093 金成 拓真 カナリ タクマ
3094 飯田 征寛 イイダ ユキヒロ
3095 佐々木 祐紀 ササキ ユウキ
3096 宇田川 晟 ウダガワ ジョウ まいぺーす
3097 望月 昌朗 モチヅキ マサアキ
3098 降旗 晋吾 フリハタ シンゴ
3099 タン アーロン タン アーロン
3100 岩立 渉 イワタテ ショウ
3101 林 智哉 ハヤシ トモヤ
3102 宗像 伸明 ムナカタ ノブアキ
3103 山本 昇 ヤマモト ノボル
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3104 横山 優 ヨコヤマ ユウ
3105 泉 徹平 イズミ テッペイ マグロ組
3106 折田 晃 オリタ アキラ
3107 清水川 大地 シミズカワ ダイチ
3108 一ノ瀬 翼 イチノセ ツバサ ＣＲＯＷＮ　ＲＯＡＤ
3109 仁井 皓大 ニイ コウダイ 彩の国ＪＥＣ
3110 櫻井 謙次 サクライ ケンジ ちくよラブラブ
3111 石野 直樹 イシノ ナオキ
3112 元木 恒輔 モトキ コウスケ
3113 西山 祥平 ニシヤマ ショウヘイ
3114 星野 努 ホシノ ツトム チームゼロ

80kg～ 8027 表野 竜馬 ヒョウノ リョウマ
70～80kg 7006 鈴木 章斗 スズキ アキト
60～65kg 6072 池上 央将 イケガミ ヒサノブ ゲリラ豪雨
65～70kg 6508 乾 那由他 イヌイ ナユタ 本郷美術骨董館
65～70kg 6509 上野 豊生 ウエノ トヨナリ ＦＣＣ／ＪＥＴＴ
80kg～ 8029 藤倉 悟 フジクラ サトル ＹＳＴＣ

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
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男子40～49歳
ピンク エントリー 158 名

出走 名
スタート 10:50

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

4001 飯田 和久 イイダ カズヒサ
4002 萬國谷 忠 マクニヤ タダシ チームポリグチ
4003 堀内 誠 ホリウチ マコト
4004 星野 隆之 ホシノ タカユキ 日大ウルトラＯＢ
4005 土屋 雄裕 ツチヤ タケヒロ
4006 松本 猛 マツモト タケシ
4007 新岡 隆宏 ニイオカ タカヒロ 印西
4008 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ
4009 斎藤 孝也 サイトウ コウヤ ゲリラ豪雨
4010 神谷 庄太 カミヤ ショウタ
4011 福永 開 フクナガ カイ バイクルプラザＲＴ
4012 佐々木 將 ササキ マサル
4013 遠藤 晋哉 エンドウ シンヤ ＮＩＣＯ－ＯＺ
4014 村 純一 ムラ ジュンイチ
4015 加賀谷 正樹 カガヤ マサキ
4016 佐藤 耕三 サトウ コウゾウ カカウサーフ
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 ＣＹＣＬＹ隊
4021 萩原 秀之 ハギワラ ヒデユキ
4022 荒巻 渉 アラマキ ワタル Ｔ－Ｙ－Ｋ
4023 中村 能亮 ナカムラ ヨシスケ
4024 河田 徹也 カワタ テツヤ ＦＧＡ
4025 大曽根 和登 オオソネ カズト ＦＧＡ
4026 山田 和也 ヤマダ カズヤ たけのこ流し
4027 熊坂 稔 クマサカ ミノル ＪＥＴＴ
4028 竹谷 好広 タケタニ ヨシヒロ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ
4029 小竹 宏志 コタケ ヒロシ
4030 花田 俊太 ハナダ シュンタ
4031 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ
4032 松島 祐治 マツシマ ユウジ 松島ミート株式会社
4033 水野 雄介 ミズノ ユウスケ
4034 中野 睦大 ナカノ ムツヒロ ＧＲＯＶＥ鎌倉
4035 栗林 誠 クリバヤシ マコト たけのこ流し
4036 池谷 光司 イケヤ コウジ ＴＥＡＭ　４ｚｅｒｏ２
4037 花崎 裕亮 ハナザキ ユウスケ
4038 望月 康広 モチヅキ ヤスヒロ 環生研
4039 芳賀 高明 ハガ タカアキ なし
4040 風間 憲一 カザマ ケンイチ Ｔｅａｍ　ＯｃＥＡＮ！
4041 小寺 孝史 コデラ タカシ
4042 阿部 薫 アベ カオル
4043 井口 亮 イグチ リョウ ＶＩＶＡ⭐ＺＡＰＰＥＩ
4044 池田 剛 イケダ ツヨシ ＳＢＣ厚木
4045 中山 よしたか ナカヤマ ヨシタカ 日本ホテルサイクリングクラブ

4046 東 久順 ヒガシ ヒサノブ
4047 藤原 圭 フジワラ ケイ ライドオンビアンキ
4048 高橋 一貴 タカハシ カズヨシ
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4049 猪ノ原 諭 イノハラ サトル クライマーズハイ
4050 土方 豪 ヒジカタ ゴウ
4051 永岩 哲美 ナガイワ テツミ 花道
4052 高柳 裕一 タカヤナギ ユウイチ ＭＳＲ
4053 中瀬 雄介 ナカセ ユウスケ ＥＭＵ／バイシクルフェロー
4054 森田 洋平 モリタ ヨウヘイ ＳＣＣ
4055 安藤 宏平 アンドウ コウヘイ
4056 村井 健一 ムライ ケンイチ
4057 高橋 朗 タカハシ アキラ 平日ライダース
4058 川上 遊亀 カワカミ ユウキ Ｒ１３４
4059 高橋 良尚 タカハシ ヨシナオ ｓｅｂａｓｔｉａｎｓ
4060 大家 弘士 オオイエ ヒロシ ＳＶＲＣ
4061 安田 行秀 ヤスダ ユキヒデ
4062 杉山 宗優 スギヤマ ヒロマサ
4063 上杉 昭栄 ウエスギ アキヒデ エキップナカムラ
4064 中山 敦 ナカヤマ アツシ ＳＢＴＭ
4065 山平 勝 マサル ヤマヒラ チーム矢櫃人
4066 上島 信英 カミジマ ノブヒデ チームＺｗｉｆｔ
4067 東 智昭 ヒガシ トモアキ
4068 伊藤 学 イトウ マナブ 武蔵境自転車部
4069 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ
4070 高木 吉崇 タカギ ヨシタカ ＴＡＭＡ　ｃｏｐｐｉ
4071 山岸 壮太郎 ヤマギシ ソウタロウ
4072 山本 大輔 ヤマモト ダイスケ
4073 伊藤 けんじ イトウ ケンジ
4074 永吉 勇一 ナガヨシ ユウイチ 平日ローディー
4075 川又 卓也 カワマタ タクヤ
4076 土屋 仁 ツチヤ ヒトシ
4077 姉崎 裕行 アネザキ ヒロユキ
4078 濱崎 隆 ハマザキ タカシ ＳＢＣＶｅｒｔｅｘＲａｃｉｎｇ
4079 川島 太一 カワシマ タイチ
4080 斉藤 慎吾 サイトウ シンゴ ワタナベボーイズ
4081 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ
4082 金谷 直樹 カナヤ ナオキ
4083 青谷 正毅 アオヤ マサキ
4084 秋山 亮 アキヤマ リョウ ＥＭＵ　Ｓｐｅｅｄ　Ｃｌｕｂ
4085 永田 進 ナガタ ススム
4086 鈴木 辰佳 スズキ タツヨシ チームピラータ　セオ八潮
4087 瀧井 知史 タキイ チカフミ
4088 西村 知久 ニシムラ トモヒサ
4089 佐々木 翼 ササキ ツバサ オーメストグランデ
4090 前橋 俊介 マエハシ シュンスケ
4091 田代 卓裕 タシロ タカヒロ
4092 佐々木 正徳 ササキ マサノリ
4093 細野 敦嗣 ホソノ アツシ 司雷電
4094 芳賀 淳夫 ハガ アツオ
4095 小野 雅寛 オノ マサヒロ
4096 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ ＹＯＵ　ＣＡＮ　三島
4097 佐藤 亮 サトウ リョウ ぱすはん
4098 八島 清志 ヤシマ キヨシ ゲリラ豪雨
4099 小谷野 健司 コヤノ ケンジ
4100 花岡 武史 ハナオカ タケシ
4101 吉田 肇 ヨシダ ハジメ ＣＹＣＬＥＰＩＮＥ
4102 城田 幹久 シロタ モトヒサ 住友電工自転車倶楽部横浜

4103 篠田 正春 シノダ マサハル
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4104 木原 賢太郎 キハラ ケンタロウ
4105 武田 智史 タケダ トモフミ 無し
4106 石井 稔 イシイ ミノル 松戸ＦＤ
4107 小島 和孝 オジマ カズタカ
4108 山村 明弘 ヤマムラ アキヒロ
4109 栃澤 政哉 トチザワ マサヤ マグロライド
4110 北 真彦 キタ マサヒコ
4111 熊谷 祐樹 クマガイ ユウキ
4112 安田 修 ヤスダ オサム チームコルト
4113 墨川 新平 スミカワ シンペイ チームコルト
4114 大野 良輔 オオノ リョウスケ
4115 芝山 善之 シバヤマ ヨシユキ ＲＯＵＧＨ　ＳＴＯＮＥＳ
4116 和田 力佳 ワダ リキヨシ
4117 稲垣 教博 イナガキ ノリヒロ 稲垣行政書士事務所
4118 小川 勇貴 オガワ ユウキ
4119 稲垣 健士 イナガキ タケシ シモーネ
4120 高田 真二 タカダ シンジ ゲリラ豪雨
4121 佐藤 慎 サトウ シン 多摩永山自転車部
4122 荻原 岳之 オギハラ タケユキ パスハンターズ
4123 髙橋 正樹 タカハシ マサキ ゲリラ豪雨
4124 永野 行洋 ナガノ ユキヒロ
4125 小糸 優作 コイト ユウサク
4126 高橋 洋行 タカハシ ヒロユキ 激輪戦線
4127 平田 庄司 ヒラタ ショウジ
4128 野田 昌宏 ノダ マサヒロ
4129 直木 竜也 ナオキ タツヤ ＧＲＯＶＥ鎌倉
4130 足立 真利 アダチ マサトシ
4131 田中 宏季 タナカ コウキ
4132 龍田 隆明 タツタ タカアキ
4133 坂本 貴史 サカモト タカシ ＧＲＯＶＥ鎌倉
4134 関川 彰夫 セキカワ アキオ チームコルト
4135 中島 将 ナカシマ ススム
4136 柳川 芳徳 ヤナガワ ヨシノリ
4137 門谷 忠紀 モンタニ タダノリ
4138 小柏 靖直 コガシワ ヤスナオ
4139 菅生 敏行 スゴウ トシユキ バーマッチョ
4140 林 拓未 ハヤシ タクミ
4141 島田 進吾 シマダ シンゴ 激輪戦線
4142 近藤 圭介 コンドウ ケイスケ
4143 吉村 渉 ヨシムラ ワタル
4144 渡邊 裕輔 ワタナベ ユウスケ
4145 戸塚 俊彦 トヅカ トシヒコ
4146 奥野 賢幸 オクノ マサユキ 株式会社セレクティ
4147 井手 光大 イデ ミツヒロ チームハルネ
4148 石井 伸典 イシイ シンスケ チャリンコ部
4149 井手 睦明 イデ ムツアキ 中戸川塾
4150 今澤 直己 イマザワ ナオキ 中戸川塾
4151 中戸川 悟史 ナカトガワ サトシ

60～65kg 6061 松本 傑 マツモト スグル
60～65kg 6066 風間 玄 カザマ ゲン プロトン伊豆レーシング
60～65kg 6069 佐久間 毅 サクマ ツヨシ 湾岸サイクリング・ユナイテッド

80kg～ 8020 田渕 英明 タブチ ヒデアキ
80kg～ 8015 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ
80kg～ 8012 塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Ａｒａｒｅｎ８２１４

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート

16/29



箱根ヒルクライム2022スタートリスト

男子50～59歳
青 エントリー 152 名

出走 名
スタート 10:55

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
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 鈴木 幸一 スズキ コウイチ 六文銭
5003 渡辺 純一 ワタナベ ジュンイチ バーマッチョ
5004 保坂 仁 ホサカ ジン １００ｍｉｌｅｓ
5005 田中 俊彦 タナカ トシヒコ 滝井レーシング
5006 谷本 健 タニモト タケシ Ｔｅａｍ　ＢＦＹ　Ｒａｃｉｎｇ
5007 小野 貴之 オノ タカユキ 専サーズ
5008 菅原 真史 スガワラ マサシ ＭａｋＪ’ｓ
5009 松田 広則 マツダ ヒロノリ Ｔｅａｍ　Ｇｒｕｐｐｅｔｔｏ
5010 宮崎 智久 ミヤザキ トモヒサ 専サーズ
5011 和久井 政孝 ワクイ マサタカ １００ｍｉｌｅｓ
5012 石井 晋一 イシイ シンイチ 湘南レーシングチーム
5013 山下 信介 ヤマシタ シンスケ
5014 満生 文洋 ミツイキ フミヒロ バイクルプラザＲＴ
5015 坂口 博之 サカグチ ヒロユキ 100
5016 小島 昭雄 コジマ アキオ
5017 天野 健三 アマノ ケンゾウ
5018 藤本 英寿 フジモト ヒデトシ
5019 目黒 勝靖 メグロ カツヤス ＶＩＶＡ雑兵
5020 柏谷 拓伸 カシタニ ヒロノブ ＦＣＣ
5021 和田 貴夫 ワダ タカオ １００ｍｉｌｅｓ
5022 平井 康昌 ヒライ ヤスマサ
5023 袴田 健 ハカマダ タケシ ３ＵＰ
5024 小口 敦司 オグチ アツシ ＡＧＯ
5025 川本 寛 カワモト ヒロシ
5026 山本 敦 ヤマモト アツシ ＳＢＣＶｅｒｔｅｘＲａｃｉｎｇ
5027 横山 倫教 ヨコヤマ トモノリ ＳＡ
5028 藤原 一仁 フジワラ カズヒト ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ
5029 土井 陽一 ドイ ヨウイチ チームオーベスト
5030 伊達 秀二 ダテ シュウジ ＫＨＭ
5031 宮崎 博久 ミヤザキ ヒロヒサ 高齢者の会
5032 金子 誠 カネコ マコト ＭＴＡ
5033 斉藤 清志 サイトウ キヨシ 斉藤光学
5034 江口 恭章 エグチ タカアキ
5035 太田 義盛 オオタ ヨシモリ ヤビツしまだ組
5036 石井 研也 イシイ ケンヤ
5037 三宅 剛史 ミヤケ ツヨシ
5038 児玉 淳治 コダマ ジュンジ Ｌｅ　ＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ
5039 加藤 直樹 カトウ ナオキ
5040 遠藤 角栄 エンドウ カクエイ
5041 龍池 哲也 リュウチ テツヤ スマートコーチング
5042 稲葉 孝史 イナバ タカシ コムリン
5043 加藤 幸彦 カトウ ユキヒコ ロータス
5044 阿南 芳樹 アナミ ヨシキ バイクルプラザ
5045 中林 朋広 ナカバヤシ トモヒロ
5046 中村 圭介 ナカムラ ケイスケ ＥＭＨ＆水ミー
5047 高川 滋人 タカガワ シゲト ＴＺＥ
5048 石原 忠史 イシハラ タダシ アレグラ
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5049 島津 隆生 シマヅ タカオ ＵＮＯ　ＹＯＫＯＳＵＫＡ
5050 近政 隆 チカマサ タカシ
5051 遠藤 修 エンドウ オサム 天照
5052 奥山 健一 オクヤマ ケンイチ
5053 石井 剛之 イシイ タケシ
5054 徳島 睦夫 トクシマ ムツオ 高齢者の会
5055 宮崎 雅博 ミヤザキ マサヒロ
5056 大庭 久典 オオニワ ヒサノリ
5057 住吉 秀一 スミヨシ シュウイチ
5058 岩村 貴 イワムラ タカシ
5059 大場 泰彦 オオバ ヤスヒコ ＳＢＣ　ＶＥＲＴＥＸ　ＲＣ
5060 檀 浩一郎 ダン コウイチロウ
5061 大津 朗 オオツ アキラ
5062 河村 浩之 カワムラ ヒロユキ お気楽
5063 大脇 康政 オオワキ ヤスマサ ＭＩＮＯＲ　ＲＩＤＥＲＳ
5064 今永 恵二 イマナガ ケイジ
5065 町田 仁志 マチダ ヒトシ
5066 早福 寿史 ソウフク スズシ ゆるライド
5067 濱田 幸宏 ハマダ ユキヒロ
5068 岡田 辰巳 オカダ タツミ
5069 森雪 拓 モリユキ タク オッティモ
5070 菅原 健一 スガワラ ケンイチ トニーレーシング
5071 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ チームオーベスト
5072 椎野 高太郎 シイノ コウタロウ チーム矢櫃人
5073 鈴木 太一 スズキ ダイチ
5074 青山 悟 アオヤマ サトル
5075 藤野 高裕 フジノ タカヒロ 武蔵境自転車部
5076 光平 規之 ミツヒラ ノリユキ
5077 植松 政隆 ウエマツ マサタカ
5078 千田 和幸 チダ カズユキ ＭＫ３
5079 岡本 純一 オカモト ジュンイチ 整備自転車部
5080 大石 和弘 オオイシ カズヒロ
5081 濱口 康宏 ハマグチ ヤスヒロ
5082 坂上 明 サカガミ アキラ
5083 平井 隆大 ヒライ タカヒロ グルペット
5084 渡部 賢逸 ワタナベ ケンイツ 渡部ボーイズ
5085 堤 幹夫 ツツミ ミキオ ＲＳＣＣ
5086 宮越 篤司 ミヤコシ アツシ 風魔横浜
5087 添田 徳将 ソエダ ヤスマサ 芝刈貴族倶楽部Ｒ
5088 佐貫田 尚亮 サヌキダ タカアキ 横浜ロードレーサーズ
5089 阿部 文彦 アベ フミヒコ
5090 宮 真二 ミヤ シンジ ＫＦＣ日本
5091 伊藤 英之 イトウ ヒデユキ
5092 窪田 真仁 クボタ マサヒト （株）ホームサービス静岡
5093 三浦 新吾 ミウラ シンゴ 湘南夜練
5094 鈴木 博 スズキ ヒロシ
5095 八巻 和喜 ヤマキ カズヨシ グルペット
5096 西森 正和 ニシモリ マサカズ グルペット
5097 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会
5098 渋江 正隆 シブエ マサタカ
5099 佐藤 栄一 サトウ エイイチ ペガサスロード
5100 清水 昌之 シミズ マサユキ チャリ部
5101 宮川 一郎 ミヤガワ イチロウ グルペット＆ｔｅａｍＧＧ１
5102 勝又 武志 カツマタ タケシ 湘南レーシングチーム松輪塾

5103 岩崎 孝治 イワサキ コウジ
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5104 齋藤 文克 サイトウ フミカツ ＧＲＯＶＥ鎌倉
5105 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ 横浜ロードレーサーズ
5106 室木 貴行 ムロキ タカユキ
5107 五味 康真 ゴミ ヤスマサ ＫＬＴ
5108 馬場 貴敏 ババ タカトシ
5109 望月 良英 モチヅキ ヨシヒデ
5110 佐伯 吉勝 サエキ ヨシカツ
5111 三輪 啓介 ミワ ケイスケ
5112 前野 和紀 マエノ カズノリ
5113 笠間 伸一 カサマ シンイチ
5114 清水 保 シミズ タモツ 平日温泉ライダース
5115 弘中 康文 ヒロナカ ヤスフミ
5116 桑島 隆之 クワシマ タカユキ ぴっとレーシングチーム
5117 飛延 陽一 トビノブ ヨウイチ Ｈｕｎｇｅｒ　ｗ／Ｂｕｒｓｔｓ
5118 田野 英寿 タノ ヒデトシ フリー
5119 高橋 智英 タカハシ トモヒデ 下土棚輪友会グルメライド部

5120 薄井 俊朗 ウスイ トシロウ
5121 薄井 克巳 ウスイ カツミ
5122 柚木 政宣 ユキ マサヨシ
5123 関根 喜和 セキネ ヨシカズ
5124 早川 昇 ハヤカワ ノボル
5125 飯田 勝久 イイダ カツヒサ 専サーズ
5126 津谷 肇彦 ツヤ トシヒコ 住友電工自転車倶楽部横浜

5127 植村 浩太郎 ウエムラ コウタロウ
5128 高橋 健太 タカハシ ケンタ
5129 時永 健輔 トキナガ ケンスケ
5130 富田 誠樹 トミタ セイキ
5131 秋森 伸一 アキモリ シンイチ
5132 松田 博也 マツダ ヒロナリ
5133 大久保 隆太 オオクボ リュウタ
5134 二見 彰 フタミ アキラ 老健のぞみ
5135 佐野 一郎 サノ イチロウ
5136 安田 勝徳 ヤスダ カツノリ ゆるチャリ
5137 山本 和弥 ヤマモト カズヤ 株式会社オレンジ
5138 柏崎 克夫 カシワザキ カツオ
5139 鴨田 大和 カモダ ヤマト
5140 川上 康則 カワカミ ヤスノリ
5141 神戸 弘樹 カンベ ヒロキ
5142 山中 茂樹 ヤマナカ シゲキ
5143 春原 秀貴 ハルハラ ヒデキ ＴＪＣＣＣ
5144 岩根 典靖 イワネ ノリヤス
5145 朝比奈 俊郎 アサヒナ トシロウ
5146 谷村 悌 タニムラ ヤスシ
5147 萩原 茂 ハギワラ シゲル チーム・ウォークライド
5148 村上 雅俊 ムラカミ マサトシ チーム・ウォークライド

80kg～ 8014 大江 歩 オオエ アユミ モンスタートライアスロンクラブ

60～65kg 6062 伊藤 譲 イトウ ユズル
65～70kg 6502 猪狩 孝 イガリ タカシ チャリ恋ｄｅ関東組
80kg～ 8016 加藤 良太 カトウ リョウタ

※体重別と年代別ダブルエントリーの選手は体重別でスタート
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男子60歳以上
白 エントリー 45 名

出走 名
スタート 11:00

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 児玉 一 コダマ ハジメ
6004 丸山 満博 マルヤマ ミツヒロ モンテラック
6005 内田 潤 ウチダ ジュン 大福屋
6006 毛内 昭彦 モウナイ アキヒコ
6007 井上 雅洋 イノウエ マサヒロ 湘南レーシングチーム
6008 糸賀 保明 イトガ ヤスアキ ニコン横須賀
6009 鈴木 導 スズキ オサム ＫＭＣｙｃｌｅＩＢＥＸ
6010 漆畑 啓一 ウルシバタ ケイイチ 平日ライダース
6011 望月 昇 モチヅキ ノボル シクロクラブ
6012 瀬間 修 セマ オサム
6013 上條 剛志 カミジョウ ツヨシ おひさまクリニック
6014 夏目 敏己 ナツメ トシミ
6015 浜口 賢次 ハマグチ ケンジ ハルネ
6016 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ
6017 木口 勝海 キグチ カツミ Ｔｅａｍ　ＡＲＩ
6018 戸辺 徹 トベ トオル
6019 下條 恭永 シモジョウ ヤスナガ
6020 長谷川 正悟 ハセガワ ショウゴ
6021 木下 尚行 キノシタ タカユキ たかだフレンド
6022 新谷 明弘 シンタニ アキヒロ チーム　オーシャン！
6023 大岳 誠 オオタケ マコト 蕎麦宗
6024 松永 康生 マツナガ コウセイ たかだフレンド
6025 森 雅弘 モリ マサヒロ ル’シエル
6026 田中 勝紀 タナカ カツノリ おやじ自転車部
6027 若松 桜男 ワカマツ サクラオ たかだフレンド
6028 篠原 泰弘 シノハラ ヤスヒロ
6029 中田 吉彦 ナカダ ヨシヒコ
6030 峯尾 吉徳 ミネオ ヨシノリ
6031 関口 秀紀 セキグチ ヒデキ
6032 布施 浩三 フセ コウゾウ ＦＲＴ
6033 井上 隆 イノウエ タカシ Ｈｉｇｈ　Ａｍｂｉｔｉｏｎ
6034 山本 正和 ヤマモト マサカズ
6035 大楠 泰司 オオグス ヤスシ
6036 高橋 美樹 タカハシ ヨシキ
6037 松下 和隆 マツシタ カズタカ
6038 芹川 研一 セリカワ ケンイチ
6039 村田 浩一 ムラタ コウイチ
6040 伊藤 公俊 イトウ キミトシ ロクマル
6041 中林 祥樹 ナカバヤシ ヨシキ
6042 金子 紀仁 カネコ ノリヒト
6043 小牧 恵一 コマキ ケイイチ
6044 吉田 茂 ヨシダ シゲル エロホンラヴァーズ
6045 阿久津 正人 アクツ マサト

20/29



箱根ヒルクライム2022スタートリスト

女子一般
ピンク エントリー 43 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
301 袴田 美香 ハカマダ ミカ ３ＵＰ
302 山本 由香 ヤマモト ユカ
303 上條 愛 カミジョウ アイ 信州大学
304 松島 静香 マツシマ シズカ 松島ミート株式会社
305 奥山 真理子 オクヤマ マリコ
306 山根 菜穂 ヤマネ ナホ ＣＳＭ
307 原 睦 ハラ ムツミ
308 向井 菜見子 ムカイ ナミコ ＥＭＵ／ＢＦ
309 早福 佳乃子 ソウフク カノコ ゆるライド
310 谷部 美帆 ヤベ ミホ
311 若林 真梨子 ワカバヤシ マリコ パワーキック
312 高橋 愛子 タカハシ アイコ 平日ライダース
313 椿 久美子 ツバキ クミコ
314 大脇 陽子 オオワキ ヨウコ
315 青谷 美奈子 アオヤ ミナコ
316 平柳 美月 ヒラヤナギ ミヅキ ひらめ。
317 加賀 由果 カガ ユカ
318 武田 与恵 タケダ トモエ ｔｅａｍＴＡＣＫＥ
319 寺西 真希 テラニシ マキ
320 柴田 里美 シバタ サトミ
321 市村 まどか イチムラ マドカ ＴｅａｍＧＯＣＨＩ
322 富塚 夏実 トミツカ トモノリ
323 中村 葵 ナカムラ アオイ Ｈｉｇｈ　Ａｍｂｉｔｉｏｎ
324 高塚 香織 タカツカ カオリ ＰＡＯＴＴ．Ｃ．Ｃ
325 森 ディオナ モリ ディオナ
326 所司 望美 ショシ ノゾミ
327 日置 恵美 ヒキ エミ
328 久保田 かおり クボタ カオリ
329 斎藤 瑞穂 サイトウ ミズホ
330 ミシュク キンガ ミシュク キンガ
331 廣野 曜子 ヒロノ ヨウコ
332 竹内 清子 タケウチ サヤコ Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ．
333 嶋田 桂 シマダ カツラ クラブウェルダン
334 田代 妙子 タシロ タエコ ＥＭＵ／ＢＦ
335 嶋田 保美 シマダ ホツミ
336 小山 彩 コヤマ アヤ
337 林 優希 ハヤシ ユキ
338 西田 光 ニシダ ヒカル ＲＩＤＥＡＮＧＥＬ
339 大樽 菜摘 オオタル ナツミ
340 源島 彩子 ゲジマ アヤコ
341 池田 阿弥 イケダ アヤ アンモンテ
342 林 真由美 ハヤシ マユミ
343 淺原 康美 アサハラ ヤスミ クラブアンモンテ
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フラットバー（女子）
特殊車 エントリー 1 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
161 黒澤 裕子 クロサワ ユウコ

フラットバー（男子）
特殊車 エントリー 7 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
162 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ ＮＴＴデータ
163 井関 学 イセキ マナブ
164 林 和孝 ハヤシ カズタカ クラブアンモンテ
165 丸山 謙二 マルヤマ ケンジ
166 半田 智宏 ハンダ トモヒロ ムーンクラフト
167 正岡 崇志 マサオカ タカシ ＫＲＥＢＳ　ＣＹＣＬＥ
168 佐野 和敏 サノ カズトシ

シングルフリー（男子）
特殊車 エントリー 3 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
171 河野 栄治 コウノ エイジ ぽっチャリ倶楽部
172 横坂 信行 ヨコサカ ノブユキ
173 大築 義弘 オオツキ ヨシヒロ ＴｈｅＰＥＡＫＳスタッフ
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ペア（男女）
赤 エントリー 24 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
佐伯 幸太郎 サエキ コウタロウ
佐伯　久実 サエキ　クミ
中島 深希 ナカジマ ミキ
前田　英樹 マエダ　ヒデキ
木下 信 キノシタ シン
木下　友菜 キノシタ　トモナ
栃倉 学 トチクラ マナブ
栃倉　未来 トチクラ　ミク
正田 克大 ショウダ カツヒロ
正田　萌美 ショウダ　メグミ
小林 一美 コバヤシ ヒトミ
齋藤　寛太 サイトウ　カンタ
加藤 大地 カトウ ダイチ
座間　美穂子 ザマ　ミホコ
久保田 洋輔 クボタ ヨウスケ
久保田　美紀 クボタ　ミキ
丸山 和芳 マルヤマ カズヨシ
丸山　裕子 マルヤマ　ユウコ
石井 よしこ イシイ ヨシコ
石井　祥平 イシイ　ショウヘイ
林 洋介 ハヤシ ヨウスケ
楊　雅伶 ヤン　ヤリン
山中 龍星 ヤマナカ リュウセイ
冨田　夏帆 トミタ　カホ

ペア（男子）
赤 エントリー 14 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
島中 弘輔 シマナカ コウスケ
田中　浩二 タナカ　コウジ
渡邊 雄太 ワタナベ ユウタ
渡邊　真和 ワタナベ　タダカズ
木村 雅敏 キムラ マサトシ
中村　康弘 ナカムラ　ヤスヒロ
風間 祐二 カザマ ユウジ
風間　結犀 カザマ　ユウセイ
高橋 亮輔 タカハシ リョウスケ
御守　幸宏 オンモリ　ユキヒロ
山崎 達也 ヤマサキ タツヤ
高尾　紅伶亜 タカオ　クレア
相原 浩 アイハラ ヒロシ
相原 勇斗 アイハラ ユウト

209

210

211

212

201

202

203

204

205

206

207

208

ポタプラス

チームぼんじりさん

登坂狂会とサニクライム

ＭＳＲ

ＴＥＡＭ　ＫＯＢＡＴＯＮ

Ｌｅ‘　Ｃｉｅｌ

アーティファクトレーシング

平日ローディー

往来教

チーム２人

チーム・ウォークライド

213

214

215

216

217

218

219

ｅｖｉｎａ

野毛山エクスプレス

ＴＭＭ
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小径車
特殊車 エントリー 14 名

出走 名
スタート 11:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
141 河村 圭人 カワムラ ヨシヒト 新岡レーシング
142 吉田 隆司 ヨシダ タカシ
143 加迫 尚久 カサコ ナオヒサ
144 石黒 剛 イシグロ ツヨシ
145 手代木 太郎 テシロギ タロウ シモーネ
146 末田 幹夫 スエダ ミキオ ＣＯＷのパパ
147 鷲見 涼 スミ リョウ
148 石原 啓 イシハラ ヒラク 杉山サイクル
149 中島 大介 ナカジマ ダイスケ
150 西村 末吉 ニシムラ スエヨシ ｊａｎ　ｄａ　ｌａ　輪
151 長松 史朗 ナガマツ シロウ
152 下地 正太 シモジ ショウタ
153 谷口 郁矢 タニグチ フミヤ
154 中川 崇宏 ナカガワ タカヒロ
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キャラクターヒルクライム
柄あり エントリー 234 名

出走 名
スタート 11:05

※男子は年代別・女子は女子一般としても表彰対象
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

701 坂西 裕 バンザイ ヒロシ マキノサイクルファクトリー
702 陣川 学士 ジンカワ サトシ 痛チャリ３人衆
703 中島 尚樹 ナカジマ ナオキ ｅｚｔｔ
704 日高 仁 ヒダカ ヒトシ
705 小澤 徹也 オザワ テツヤ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ
706 吉谷 浩正 ヨシタニ ヒロマサ ビーアンドラルプ
707 箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ
708 宮坂 和宏 ミヤサカ カズヒロ
709 井上 慎吾 イノウエ シンゴ
710 秋本 数斗 アキモト カズト
711 高橋 智暢 タカハシ トモノブ
712 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬家とメジロ家の主治医
713 浅野 麗文 アサノ カズフミ シクロポリス
714 阿部 貴史 アベ タカシ チームＢＳＮ
715 髙田 将太郎 タカタ ショウタロウ
716 篠原 利夫 シノハラ トシオ
717 幸治 一 コウジ ハジメ オーメストグランデ
718 秋本 伊知郎 アキモト イチロウ 知波単学園
719 前田 淳一 マエダ ジュンイチ
720 小原 信二 コハラ シンジ 平日温泉ライダース
721 伊藤 博彦 イトウ ヒロヒコ シクロポリス
722 大竹 泰之 オオタケ ヤスユキ トレセン倶楽部
723 中川 圭介 ナカガワ ケイスケ 痛チャリ３人衆
724 野田 慧太 ノダ ケイタ 百合ヶ丘女学院
725 小川 賢二 オガワ ケンジ
726 岡村 徹也 オカムラ テツヤ イエローだよ！
727 佐々木 崇 ササキ タカシ ニュー痛家
728 遠藤 直弥 エンドウ ナオヤ 走れミク
729 谷田 憲保 タニダ ノリヤス ずんずん教
730 岩崎 晶雲 イワサキ ショウウン 工場長
731 白石 貴司 シライシ タカシ マダオ
732 橋本 元気 ハシモト ゲンキ しょぼよわ
733 須藤 貴浩 ストウ タカヒロ
734 小河原 貴弘 オガワラ タカヒロ
735 田中 智幸 タナカ トモユキ
736 青井 慎吾 アオイ シンゴ ＮＡＭＩＢＩＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ
737 山本 真生 ヤマモト マサキ 三船栞子八重歯同好会
738 池田 啄弥 イケダ タクヤ 結ヶ丘女子高等学校自転車競技部

739 堀江 徳志 ホリエ サトシ
740 石嶋 貴規 イシジマ タカノリ ハロー、チンパンワールド！
741 鈴木 裕樹 スズキ ユウキ ハロー、チンパンワールド！
742 山部 大輔 ヤマベ ダイスケ オーメストグランデ
743 加藤 俊輝 カトウ トシキ 虹ヶ咲学園スチールバイク同好会

744 三輪 祥大 ミワ ヨシヒロ
745 中山 伴行 ナカヤマ トモユキ
746 池原 繁光 イケハラ シゲミツ
747 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ
748 武智 悠樹 タケチ ユウキ 東京ガス
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749 山本 浩輝 ヤマモト コウキ やっぱりお米がナンバーワン

750 高橋 元 タカハシ ハジメ アニメイト自転車部
751 小野寺 奎斗 オノデラ ケイト ＷＵＧ！　Ｒａｃｉｎｇ
752 正木 涼也 マサキ リョウヤ シャーレ
753 鈴木 亮 スズキ リョウ
754 町田 誠 マチダ マコト
755 望月 慶太 モチヅキ ケイタ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ
756 大吉 富夫 オオヨシ トミオ
757 荒井 寛樹 アライ ヒロキ
758 川本 達浩 カワモト タツヒロ
759 青木 康 アオキ コウ 平日温泉ライダース
760 多田 一樹 タダ カズキ Ｕ２ＢＩＫＥＳ
761 及川 直史 オイカワ ナオフミ
762 大越 典明 オオコシ ノリアキ ハロー、チンパンワールド！
763 小島 冬樹 コジマ フユキ ＪＡＭ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
764 山本 希 ヤマモト ノゾミ
765 草間 大貴 クサマ ヒロキ
766 笹本 憲一 ササモト ケンイチ
767 山口 直也 ヤマグチ ナオヤ ＲｅＶｅｌｏ
768 栗田 裕久 クリタ ヒロヒサ
769 三浦 拓 ミウラ タク ＬｅＣｉｅｌ／Ａｑｏｕｒｓ推し
770 齋藤 真梨子 サイトウ マリコ 平日温泉ライダース
771 前原 豪 マエバラ ゴウ
772 末柄 嘉之 スエガラ ヨシユキ ハロー、チンパンワールド！
773 中村 泰章 ナカムラ ヤスアキ ＩＮＦＩＮＩＴＹＳＴＹＬＥ
774 山田 裕史 ヤマダ ヒロフミ
775 岩井 康之 イワイ ヤスユキ
776 青木 秀彰 アオキ ヒデアキ
777 細沢 颯 ホソザワ ハヤト でででレーシング
778 駒井 裕太 コマイ ユウタ スミタエイダイパールイズミラバ

779 中川 太一 ナカガワ タイチ
780 吉田 健 ヨシダ ケン スマートコーチング
781 篠崎 和市 シノザキ ワイチ ＴＫレーシング
782 野上 恭史 ノガミ ヤスシ
783 岡田 直城 オカダ ナオキ
784 太刀川 勝 タチカワ マサル
785 麻生 将裕 アソウ マサヒロ おかしな国のお菓子屋さん
786 金原 義弘 キンバラ ヨシヒロ
787 近藤 知明 コンドウ トモアキ 限界後期高齢愚民
788 神原 菜々枝 カンバラ ナナエ
789 渡辺 修司 ワタナベ シュウジ 平日温泉ライダース
790 長瀬 哲洋 ナガセ アキヒロ
791 百瀬 正人 モモセ マサト
792 石井 佑樹 イシイ ユウキ セオレーシング
793 宮崎 倫理 ミヤザキ ノリマサ
794 髙橋 邦久 タカハシ クニヒサ
795 阿見 裕一 アミ ユウイチ ウマ娘プリティーローディー
796 畠中 健太 ハタナカ ケンタ ハローチンパンワールド
797 高山 修一 タカヤマ シュウイチ 平日溫泉ライダース
798 篠崎 恵介 シノザキ ケイスケ
799 國光 走 クニミツ カケル
800 米田 拓弥 ヨネダ タクヤ 有栖川夏葉Ｐ・ＳＴ部
801 一柳 建雄 ヒトツヤナギ タケオ とね屋
802 池亀 諒 イケガメ リョウ ラブライド！
803 橋田 智行 ハシダ トモユキ Ｕ２ＢＩＫＥＳ
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804 大北 翔斗 オオキタ ショウト
805 上野 達弘 ウエノ ミチヒロ ハロー、チンパンワールド！
806 中田 裕也 ナカタ ユウヤ
807 中田 幸典 ナカタ ユキノリ
808 宮本 真樹 ミヤモト マサキ
809 古川 透 フルカワ トオル ライスちゃんのお兄さまの会

810 内海 航 ウチウミ ワタル
811 振屋 拓実 フルヤ タクミ キャンサー
812 谷 真一 タニ シンイチ
813 山川 一 ヤマカワ カズ
814 佐々木 勉 ササキ ツトム
815 松浦 拓也 マツウラ タクヤ
816 ＮＶＣＰ
817 山田 将 ヤマダ マサル
818 元平 達朗 モトヒラ タツロウ ＷＵＧ！Ｒａｃｉｎｇ
819 竹田 大樹 タケダ ヒロキ ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ
820 澤 孝治 サワ タカハル ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ
821 清水 優生 シミズ ユウキ ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ
822 光瀬 昌也 ミツセ マサヤ ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＣＯＵＧＡＲ
823 関 裕也 セキ ユウヤ
824 望月 昌之 モチヅキ マサユキ
825 本多 清礼 ホンダ キヨノリ
826 大串 昌矢 オオグシ マサヤ チームまさぬん
827 有山 悠斗 アリヤマ ユウト メジロアルダン（ありゴン）
828 堆 珠美 アクツ タマミ
829 秋葉 裕太 アキバ ユウタ
830 中川 陽介 ナカガワ ヨウスケ
831 池田 雅哉 イケダ マサヤ カノープス
832 瀬川 寛治 セガワ カンジ
833 小栗 辰雄 オグリ タツオ
834 間瀬 淳 マセ アツシ
835 酒井 力 サカイ チカラ ほっけしらすファンクラブ
836 松田 貢 マツダ ミツグ
837 石川 昌憲 イシカワ マサノリ ７６５プロレーシング
838 池田 聖暁 イケダ キヨアキ
839 近藤 尚之 コンドウ ナオユキ
840 渡辺 輝紀 ワタナベ テルキ ＺＴＴ
841 早坂 駿介 シュンスケ ハヤサカ 山王テック
842 勝俣 友裕 カツマタ トモヒロ 平日温泉ライダース
843 市橋 大樹 イチハシ ヒロキ
844 藤崎 澪 フジサキ リョウ
845 小金丸 慎 コガネマル シン
846 深見 暢 フカミ ミツル
847 三輪 あい莉 ミワ アイリ
848 河上 元宏 カワカミ モトヒロ
849 秋本 裕之 アキモト ヒロユキ
850 齋藤 隆勝 サイトウ タカマサ
851 近賀 博至 キンガ ヒロシ
852 三田 幸英 ミタ ユキヒデ ＹＳＣＣ
853 高橋 賢 タカハシ ケン
854 田中 泰明 タナカ ヒロアキ
855 小林 亮太 コバヤシ リョウタ ハロー、チンパンワールド！
856 峯 昂輝 ミネ コウキ おりたたぶ
857 岩田 健一 イワタ ケンイチ
858 八高 克志 ヤコウ カツシ
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859 高野 陽一 タカノ ヨウイチ
860 豊田 俊一 トヨタ シュンイチ
861 古賀 聡 コガ サトシ コガ
862 田村 友希 タムラ ユウキ ＴＥＡＭＺＥＲＯ
863 木村 孝司 キムラ コウジ 遠州痛車連合
864 鈴木 康平 スズキ コウヘイ 愛知工科大学
865 内田 翔太 ウチダ ショウタ ハロー、チンパンワールド！
866 高橋 徹 タカハシ トオル
867 津田 努 ツダ ツトム
868 猪狩 裕貴 イガリ ヒロキ ハロー、チンパンワールド！
869 豊原 英海 トヨハラ ヒデミ
870 夏目 里穂 ナツメ リホ
871 小田 幸雄 オダ ユキオ
872 水村 裕一郎 ミズムラ ユウイチロウ
873 山本 竜太 ヤマモト リュウタ
874 山本 憲一 ヤマモト ケンイチ
875 中村 広明 ナカムラ ヒロアキ ライスちゃんお兄様の会
876 剣持 悠太 ケンモチ ユウタ
877 古内 健太 フルウチ ケンタ
878 熊田 雄一 クマダ ユウイチ
879 蒔田 英人 マキタ ヒデト
880 大堀 祐一 オオホリ ユウイチ 痛チャリ３人衆
881 藤岡 宏明 フジオカ ヒロアキ
882 梅村 治輝 ウメムラ ハルキ
883 間宮 康平 マミヤ コウヘイ
884 三木 壮徒 ミキ マサト
885 木村 友士 キムラ トモヒト
886 塩入 直哉 シオイリ ナオヤ
887 笹川 晴人 ササガワ ハルト
888 北野 聖 キタノ タカシ
889 松原 祐太 マツバラ ユウタ 株式会社オヤマダ
890 的場 一輝 マトバ カズキ ハロー、チンパンワールド！
891 岩坂 賢人 イワサカ ケント
892 佐藤 雄介 サトウ ユウスケ ゆるポタコス勢
893 久次米 拓海 クジメ タクミ アイカツ自転車部
894 前田 直人 マエダ ナオト 桜坂しずく、モノクローム同好会

895 金森 宏仁 カナモリ ヒロヒト
896 加藤 伊津美 カトウ イツミ
897 齋藤 優 サイトウ スグル
898 尾崎 潤 オザキ ジュン
899 新田 航平 ニッタ コウヘイ
900 永田 亮 ナガタ リョウ
901 孫 泰準 ソン テジュン バンダイナムコアミューズメント

902 黒田 晃史 クロダ アキフミ
903 湯本 天嗣 ユモト テンジ
904 新井 和希 アライ カズキ
905 齋藤 一輝 サイトウ カズキ
906 森住 智徳 モリズミ トモナリ
907 能島 隆太朗 ノジマ リュウタロウ 防衛省・自衛隊
908 浜野 大輔 ハマノ ダイスケ ラブライ部
909 五十嵐 弘貴 イガラシ ヒロキ
910 木村 光志 キムラ コウシ
911 各務 拓 カガミ タク
912 田中 洸平 タナカ コウヘイ
913 坂本 一弘 サカモト カズヒロ
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914 島田 貴公 シマダ タカヒロ
915 野村 太貴 ノムラ タイキ
916 大黒 靖彰 オオグロ ヤスアキ
917 猿樂 涼 サルガク リョウ
918 湯口 直弥 ユグチ ナオヤ
919 工藤 勝 クドウ マサル
920 板橋 朋宏 イタバシ トモヒロ
921 小川 陽平 オガワ ヨウヘイ
922 鈴木 睦生 スズキ トモキ ＣＩＴＣＣ
923 綿貫 竜也 ワタヌキ タツヤ
924 林 賢佑 ハヤシ ケンスケ
925 八木 和雄 ヤギ カズオ
926 牧 隼人 マキ ハヤト 株式会社新栄スクリーン
927 東福寺 慶之 トウフクジ ヨシユキ
928 滝波 祐人 タキナミ ユウジン
929 前島 稔輝 マエシマ トシキ
931 TAKE
932 野島裕史
933 伊藤健太郎
934 利根川武信
935 山田信剛
936 石井ミカン
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