
2時間エンデューロ
周回数 エントリー 53 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～7:45 試走 7:10～8:10

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 8:15 スタート待機時間 8:00

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

231 関口　煌大 セキグチ　コウタ COW GUMMA

232 細谷　幹大 ホソタニ ミキヒロ

233 宮崎　拓史 ミヤザキ　タクミ 保土ヶ谷高校自転車競技部

234 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ MGM GROMA RACING TEAM

235 藤巻　仁 フジマキ　ヒトシ MGM GROMA

236 山口　大裕 ヤマグチ　ダイスケ ロードロ

237 中谷　大介 ナカヤ　ダイスケ

238 福山　慧 フクヤマ　サトシ Shimogaku

239 福山　舞 フクヤマ　マイ Shimogaku

240 高橋　啓一 タカハシ　ケイイチ COWGUMMA

241 石山　祐太 イシヤマ　ユウタ Team 一匹狼

242 菊池　香 キクチ カオリ なるしまフレンド

243 菊池　透 キクチ トオル なるしまフレンド

244 奥山　潮 オクヤマ ウシホ

245 蛭田　智啓 ヒルタ　トシヒロ MGM GROMA RACING TEAM

246 菊地　慶一郎 キクチ ケイイチロウ 大室デイリー練習会

247 直木　竜也 ナオキ　タツヤ GROVE鎌倉

248 狩野　土 カノウ　ハカル 黒姫和漢薬研究所

249 矢島　竜一 ヤジマ リュウイチ チームあみーごす

250 井東　親吾 イトウ　シンゴ shimogaku

251 小沢　洋一 オザワ ヨウイチ ダルマ

252 山田　光之 ヤマダ ミツユキ

253 北田　正樹 キタダ　マサキ 高崎だるま

254 坂本　貴史 サカモト　タカシ Grove Kamakura

255 西尾　佳明 ニシオ　ヨシアキ EXTENDED VAX SAYAMA

256 菊地　航 キクチ　ワタル Gufo Cycle Works

257 丸山　育巳 マルヤマ　イクミ Hangover

258 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの耳

259 高橋　誠 タカハシ マコト Roppongi Express

260 佐藤　達也 サトウ　タツヤ f（t）麒麟山レーシング

261 南波　和行 ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部　女子部員募集中

262 横田　正美 ヨコタ　マサミ kaneko club  158

263 松野　享一 マツノ　キョウイチ たかだフレンド

264 江原　諒次 エハラ リョウジ

265 小澤　拓人 オザワ　タクト たかだフレンド

266 尾崎　康太郎 オザキ　コウタロウ EMU SPEEDCLUB

267 八重澤　明広 ヤエザワ アキヒロ オッティモ

268 宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ shimogaku

269 井川　民夫 イガワ　タミオ team ZERO

270 石塚　将人 イシヅカ マサト WCU

271 福地　颯人 フクチ　ハヤト ワンダーサイクリングOB

272 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ Team 一匹狼

273 山田　菜月 ヤマダ　ナツキ Team 一匹狼
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274 工藤　英彦 クドウ ヒデヒコ TEAM AMiGos

275 光山　豊晴 コウヤマ　トヨハル NAMIBIA PROJECT Cycling Team

276 石坂　頼二 イシザカ　ヨリジ バンバンクラブ

277 三橋　允耶 ミツハシ　マサヤ 松輪塾

278 秋郷　伸一 アキサトシンイチ パインヒルズ'90

279 藤岡　昌昭 フジオカ　マサアキ High Ambition マスターズ

280 小村　優 オムラ　ユウ High Ambition

285 吉田　勝彦 ヨシダ　カツヒコ サイタマサイクルプロジェクト

287 雑賀　大輔 サイカ　ダイスケ

288 鵜澤　慶徳 ウザワ　ヨシノリ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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ビギナー
周回数 3 周（ローリング含む） エントリー 33 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～7:45 試走 7:10～8:10

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 8:16 スタート待機時間 8:00

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

11 後藤　滉己 ゴトウ　コウキ

12 成瀬　怜 ナルセ　リョウ ウィンディー筑波

13 成瀬　謙汰 ナルセ　ケンタ ウィンディー筑波

14 川出　空 カワデ　ソラ ブラウ・ブリッツエン

15 河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ アニマルウーピーパイ

16 吉田　直矢 ヨシダ　ナオヤ 取手第一高校

17 水谷　海輝 ミズタニ　カイキ 正則高等学校

18 横田　悠 ヨコタ　ユウ 正則高等学校

19 鈴木　颯 スズキ　カケル 正則高等学校

20 樫平　琉士郎 カシダイラ　リュウシロウ 正則高等学校

21 大谷　立樹 オオタニ　タツキ 正則高等学校

22 雪下　遥哉 ユキシタ　ハルヤ 正則高等学校

23 油井　航祐 ユイ　コウスケ

24 森木　賢治 モリキ　ケンジ CO2bicycle

25 金田　貴 カネタ　タカシ CO2bicycle

26 森木　駿 モリキ　シュン CO2bicycle

27 茂木　健竜 モテギ　タケル COW GUMMA

28 小林　良平 コバヤシ　リョウヘイ

29 桑野　誉之 クワノ　ヤスユキ

30 伊藤　優太 イトウ　ユウタ Team AVENTURA

31 丸山　弥之 マルヤマ　ヤスユキ

32 小林　優一 コバヤシ　ユウイチ

33 伊藤　大輔 イトウ　ダイスケ ブラウブリッツェン

34 大澤　雅樹 オオサワ　マサキ たかだフレンド

35 國本　貴之 クニモト　タカユキ infinity

36 鈴木　尭 スズキ　タカシ じょんのびたいむ

37 飯塚　英一 イイヅカ　エイイチ CO2 bicycle

38 阿部　光希 アベ　コウキ

39 吉井　旭 ヨシイ　アサヒ team APEX

40 稲益　宗知 イナマス ムネト shimogaku

41 野妻　翔也 ノヅマ　ショウヤ

42 村上　雅俊 ムラカミ　マサトシ

43 三上　将醐 ミカミ　ショウゴ アスリチューン・コラッジョU15
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ピュアビギナー
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 13 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～7:45 試走 7:10～8:10

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 8:17 スタート待機時間 8:00

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

121 井出　充咲 イデ　ジュウザ COW GUNMA

122 伊藤　健介 イトウ　ケンスケ

123 髙橋　信玄 タカハシ　シンゲン 正則高等学校

124 神山　佳汰 カミヤマ　ケイタ 正則高等学校

125 沢野　晃 サワノ　ヒカル

126 越智　進太郎 オチ　シンタロウ shimogaku

127 山口　達郎 ヤマグチ タツロウ

128 浅井　秀平 アサイ　シュウヘイ

129 木川　玲 キカワ　リョウ

130 小堀　健 コボリ　ケン TEAMｰF.O.R.V

131 栂　晃平 トガ　コウヘイ

132 飯島　勝広 イイジマ　カツヒロ hangover

133 手塚　智大 テヅカ　トモヒロ 株式会社ローラン

バンビーノ
周回数 SS3 周（ローリング含む） エントリー 5 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～9:50 試走 ～

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 10:40 スタート待機時間 10:25

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

51 小原　光貴 オバラ　コウキ

52 青山　橘平 アオヤマ　キッペイ

53 田中　湊大 タナカ　ソウダイ

54 高田　雄斗 タカダ　ユウト たかだフレンド

55 新藤　匠真 シンドウ　ショウマ
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小学生1-2年生
周回数 S2 周（ローリング含む） エントリー 1 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～10:10 試走 10:20～10:35

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:40

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

61 高橋　亮太 タカハシ　リョウタ Roppongi Express

小学生3-4年生
周回数 S3 周（ローリング含む） エントリー 3 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～10:10 試走 10:20～10:35

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:40

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

191 成瀬　奏音 ナルセ　カナト 北川根小学校

192 山口　登新 ヤマグチ　ノリヨシ #1 -PRIMERA-

193 田中　陽登 タナカ　ハルト COWGUMMA

小学生5-6年生
周回数 S4 周（ローリング含む） エントリー 3 名

ローリング  周 出走 名

受付 6:45～10:10 試走 10:20～10:35

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:40

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

281 高柳　颯希 タカヤナギ サツキ COWGUMMA

282 山口　虎太郎 ヤマグチ コタロウ  COWGUMMA

283 水沼　龍之介 ミズヌマ　リュウノスケ ブリッツェン☆ステラ
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ミディアム
周回数 6 周（ローリング含む） エントリー 45 名

ローリング  周 出走 名

受付 9:00～11:30 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 12:05 スタート待機時間 11:55

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

141 福富　悠 フクトミ　ハルカ

142 山崎　直人 ヤマザキ　ナオト 都立八王子桑志高校

143 池田　剛志 イケダ　ツヨシ 都立八王子桑志高校

144 青谷　拓摩 アオタニ　タクマ 都立八王子桑志高校

145 小川　颯杜 オガワ　ハヤト 都立八王子桑志高校

146 小山　幹太 コヤマ　カンタ 都立八王子桑志高校

147 引馬　悠希 ヒクマ　ハルキ Vite jambe

148 高森　正太 タカモリ　ショウタ 都立八王子桑志高校

149 大石　哲平 オオイシ テッペイ AVENTURA VICTORIA RACING

150 槇　勇人 マキ　ハヤト 埼玉ユース自転車競技部

151 鈴木　星凪 スズキ　セイナ 取手第一高校

152 野村　慧晴 ノムラ ケイセイ AVENTURA VICTORIA RACING

153 田島　綾人 タジマ　アヤト

154 渡邊　太智 ワタナベ　タイチ Passer 1850

155 佐野　恭輔 サノ　キョウスケ 取手第一高校

156 岡田　隼季 オカダ　シュンキ アニマルウーピーパイ

157 須賀　俊貴 スガ シュンキ White Locus ski club

158 今井　亮太 イマイ　リョウタ

159 土井　裕幸 ドイ　ヒロユキ Astama Cycling Team

160 日野　遥 ヒノ　ハル Team一匹狼

161 三田村　宜幸 ミタムラ　ヨシユキ Astama cycling team

162 目黒　大雅 メグロ　タイガ

163 上野　真 ウエノ シン ＶＩＶＡ雑兵

164 斉藤　祐 サイトウ　タスク

165 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ Araren8214

166 大塚　泰一郎 オオツカ　タイイチロウ

167 小松　幸一 コマツ コウイチ シャークアイランド

168 大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ ASMIC

169 工藤　僚二 クドウ　リョウジ

170 斎藤　耕一 サイトウ コウイチ チドリサイクリングチーム

171 有川　慧 アリカワ　アキラ

172 丸山　和徳 マルヤマ　カズノリ NTCCC

173 金児　敏之 カネコ　トシユキ NTCCC

174 唐澤　卓人 カラサワ　タクト COW GUMMA

175 河村　正彦 カワムラ　マサヒコ K-ing URT

176 高木　優一 タカギ　ユウイチ たかだフレンド

177 白鳥　興寛 シラトリ トモヒロ ARCCレーシングチーム

178 吉川　敦 ヨシカワ　アツシ バルバクラブカナザワ

179 坂本　憲亮 サカモト　ケンスケ

180 鈴木　辰佳 スズキ　タツヨシ team APEX

181 島崎　稔史 シマサキ　トシフミ ARCCレーシングチーム

182 寺本　直純 テラモト ナオズミ SoftMaterChem
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183 今西　大地 イマニシ ダイチ
パラティアムTOKYO Fusion
Systems

184 上瀧　豊 ジョウタキ　ユタカ #1-PRIMERA-

185 三村　宗範 ミムラ　ムネノリ
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マスターズ
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 18 名

ローリング  周 出走 名

受付 9:00～11:30 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 12:06 スタート待機時間 11:55

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

71 町田　純一 マチダ　ジュンイチ altopiano

72 紫藤　仁 シトウ ヒトシ ARCCレーシングチーム

73 谷本　健 タニモト タケシ Team BFY Racing

74 森　慶一郎 モリ ケイイチロウ レザン山梨C C

75 橋本　光彦 ハシモト　ミツヒコ レザン山梨

76 岩崎　仁 イワサキ　マサシ

77 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ Team SurLuster

78 野田　明広 ノダ　アキヒロ オーベスト

79 宮田　大 ミヤタ ダイ 日本ろう自転車競技協会

80 大内　明寿 オオウチ　アキトシ WE  LOVE  O2

81 斎藤　誠吾 サイトウ セイゴ チドリサイクリングチーム

82 加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ チームSUZAKI

83 岩渕　勝彦 イワブチ　カツヒコ たかだフレンド

84 宇治　博史 ウジ　ヒロシ たかだフレンド

85 重田　一義 シゲタ カズヨシ ARCCレーシングチーム

86 矢島　竜一 ヤジマ リュウイチ チームあみーごす

87 戸田　裕一 トダ　ユウイチ MGM GROMA RACING TEAM

88 山本　敦 ヤマモト　アツシ SBC Vertex Racing Team

小学生チャンピオン
周回数 3 周（ローリング含む） エントリー 7 名

ローリング  周 出走 名

受付 9:00～11:30 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 12:07 スタート待機時間 11:55

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

201 渡邉　公太 ワタナベ　コウタ ブリッツェン☆ステラ

202 鬼形　珀亜 オニカタ ハクア CO2bicycle

203 山口　虎太郎 ヤマグチ コタロウ  COWGUMMA

204 成瀬　奏音 ナルセ　カナト 北川根小学校

205 渡井　健太 ワタイ　ケンタ AVENTURA CYCLING ESTRELLA

206 佐竹　悠 サタケ　ハル

207 宮崎　克史 ミヤザキ　カツミ COW GUMMA
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中学生
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 12 名

ローリング  周 出走 名

受付 10:00～13:00 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 13:28 スタート待機時間 13:13

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

211 成瀬　謙汰 ナルセ　ケンタ ウィンディー筑波

212 加藤　脩翔 カトウ　シュウト ブラウブリッツェン

213 笠井　正晴 カサイ　マサハル

214 新井　優貴 アライ　ユウキ 埼玉ユース自転車競技部

215 月見里　櫂 ツキミサト カイ
スミタ･エイダイ･パールイズ
ミ･ラバネロ

216 鷹取　礼 タカトリ　ミチ

217 生尾　完 ナマオ　カン 埼玉ユース自転車競技部

218 沢野　司 サワノ　ツカサ 埼玉ユース自転車競技部

219 山本　慶 ヤマモト　ケイ Team BFY Racing

220 水谷　悠平 ミズタニ ユウヘイ

221 新藤　大翔 シンドウ タイト 埼玉ユース自転車競技部

222 三上　将醐 ミカミ　ショウゴ アスリチューン・コラッジョU15

女子
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 2 名

ローリング  周 出走 名

受付 10:00～13:00 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 13:29 スタート待機時間 13:13

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

91 月見里　凛 ツキミサト リン
スミタ･エイダイ･パールイズ
ミ･ラバネロ

92 田上　萌々子 タノウエ　モモコ スムー
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エリート
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 9 名

ローリング  周 出走 名

受付 10:00～14:00 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 14:30 スタート待機時間 14:15

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

1 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ IKEYATRUST/vite jumbe

2 藤田　勉 フジタ　ツトム 稲城FIETSクラスアクト

3 伊東　昴 イトウ　スバル

4 福原　大 フクハラ　ダイ サイタマサイクルプロジェクト

5 生天目　直樹 ナバタメ　ナオキ PHANTOM湘南

6 生天目　隼人 ナバタメ　ハヤト PHANTOM湘南

7 高田　雄太 タカダ ユウタ たかだフレンド

8 小澤　拓人 オザワ　タクト たかだフレンド

9 大久保　賢人 オオクボ　ケント

エキスパート
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 13 名

ローリング  周 出走 名

受付 10:00～14:00 試走 11:15～12:00

検車 ～ ライダーズミーティング ～

スタート 14:31 スタート待機時間 14:15

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

101 松島　煌和 マツシマ　コウワ cow gumma

102 中村　友一郎 ナカムラ　ユウイチロウ

103 日向　隼人 ヒュウガ ハヤト SBC Vertex Racing Club

104 大石　雄真 オオイシ　ユウマ

105 川本　貴志 カワモト　タカシ Team YOU CAN

106 畑中　亮治 ハタナカ リョウジ

107 上野　遼河 ウエノ　リョウガ

108 海老原　優真 エビハラ　ユウマ vite jambe

109 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

110 松田　崚汰 マツダ　リョウタ

111 五十嵐　広至 イガラシ　ヒロシ COWGUMMA

112 高橋　瑛士 タカハシ　アキヒト ゴリラアンサンブル

113 服部　侑祐 ハットリ　ユウスケ R BRT
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