
コメンサルカップ
赤城オフロード4時間耐久レース

スタートリスト

ソロの部
ゼッケン 氏名 フリガナ クラブ名

1 江川　樹一郎 エガワ キイチロウ 快楽転

2 塩田　哲哉 シオダ　テツヤ CYCLE WITCHES

3 曽原　一夫 ソハラ カズオ

4 平野　陽平 ヒラノ ヨウヘイ

5 矢内　正和 ヤナイ マサカズ over-do

6 秋元　昌夫 アキモト マサオ Honda 栃木

7 田邊　昌宏 タナベ マサヒロ SAGAMI RACING

8 和田　一輝 ワダ カズキ 侵略！！！

9 木村　義雄 キムラ ヨシオ 上毛レーシング

10 関本　和幸 セキモト カズユキ 上毛レーシング

11 村山　徳行 ムラヤマ ノリユキ ヤマダRT

12 高木　倫太郎 タカキ　リンタロウ orz racing

13 岩浪　強珠 イワナミ　ツヨシ

14 久保田　俊一 クボタ シュンイチ

15 池浦　浩彦 イケウラ ヒロヒコ グランペール（脂肪）

16 長谷川　翔一 ハセガワ ショウイチ メイドさん学科自転車部

17 横山　亮介 ヨコヤマ リョウスケ ペルジタ

18 渡辺　源 ワタナベ ゲン BOUNCE

19 島田　修一 シマタ゛ シュウイチ クラブ遊輪館

20 箕浦　良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ

21 福永　卓也 フクナガ　タクヤ

22 泉　隆亮 イズミ　タカアキ

23 佐藤　真一郎 サトウ シンイチロウ

24 栗橋　透 クリハシ トオル びっくりくりくり自転車競技部

25 菅原　朋樹 スガハラ　トモキ 明星自転車倶楽部/HVRL-ccc-

26 西村　和洋 ニシムラ　カズヒロ チームアウタートップ

27 益子　博行 マシコ ヒロユキ

28 合田　毅 ゴウダ ツヨシ ライトサイクル

29 澤田　健 サワダ ケン

30 片山　雄司 カタヤマ ユウジ Team bacchus

31 高本　亮太 コウモト リョウタ Lmited Team 846

32 高本　　周埜 コウモト シュウヤ Limited Team 846

33 森　久 モリ　ヒサシ

34 山下　和彦 ヤマシタ　カズヒコ アイム・ユニバース

35 石橋　祥多 イシバシ ショウタ ゴリラ自転車
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チームの部
ゼッケン チーム名 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ 氏名 フリガナ

61 チーム　サーティワン 菅谷　芳功 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾘ 永盛　由恵 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾕｷｴ

62 kei'spower!spark！ 竹田　佳行 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 波田　正之 ﾊﾀ ﾏｻﾕｷ

63 evina＆YOUCAN 大村　徹 ｵｵﾑﾗ ﾄｵﾙ 島中　弘輔 ｼﾏﾅｶ ｺｳｽｹ

64 チームタマタマ 金田　和朗 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 清水　和宏 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

65 Kei's Power!!! 石川　寛 ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ 渡邊　一憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

66 Ｈammer!!Brothers．with地球害生命軍 村上　雅俊 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 澤村　薫 ｻﾜﾑﾗ ｶｵﾙ

67 NSS RACING 和田　修 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 藤本　和昭 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

68 足柄茶房とTEAM辻浦② 那須　高志 ﾅｽ ﾀｶｼ 家入　雄二 ｲｴｲﾘ ﾕｳｼﾞ

69 Team 0909ヤマ 井上　浩一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 井上　智樹 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ

70 走れ!!ラッキー 高澤　利和 ﾀｶｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 横内　恵 ﾖｺｳﾁ ﾒｸﾞﾐ

71 野外活動サークル 吉岡　憲吾 ﾖｼｵｶ ｹﾝｺﾞ 鈴木　康隆 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 吉田　悠之介 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ

72 北極サイクルAKG 中島　雅弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 倉持　聡 ｸﾗﾓﾁ ｻﾄｼ 黒田　健 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝ

73 ギンギラ ソフト マウンテンズ ＬＴＲ 宮岡　昌史 ﾐﾔｵｶ ﾏｻﾌﾐ 早川　裕司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 小玉　勲 ｺﾀﾞﾏ ｲｻｵ

74 日本エアフィルター自転車部 B 下山　要平 ｼﾓﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 藤井　雄太 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 高野　雄亮 ﾀｶﾉ ﾕｳｽｹ

75 日本エアフィルター 自転車部 A 横山　聡 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾗ 野地　直樹 ﾉｼﾞ ﾅｵｷ 畠中 　健太 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

81 レース中にトイレ行くってやる気あるの？LTR 清水　直人 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 潟端　たかし ｶﾀﾊﾀ ﾀｶｼ 高橋　克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ

82 Azzuring レトリバー 芳崎　友哉 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 中嶋　敦史 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 加固　篤 ｶｺ ｱﾂｼ

83 Crunk Gorilla Cycling Team 佐藤　勇亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 芝原　大智 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 戸塚　竜一 ﾄﾂｶ ﾘｭｳｲﾁ

84 MOISTY 伊達　崇 ﾀﾞﾃ ﾀｶｼ 山瀬　祥二 ﾔﾏｾ ｼｮｳｼﾞ 増田　憲彦 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

85 足柄茶房とTEAM辻浦① 高橋　峰代 ﾀｶﾊｼ ﾐﾈﾖ 吉澤　剛 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 小山　秀穂 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾎ
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石井　信明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ 春日井　剛 ｶｽｶﾞｲ ﾂﾖｼ 荒井　朋子 ｱﾗｲ ﾄﾓｺ

雨谷　知世 ｱﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾖ

黛　幸雄 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｷｵ 大谷　栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ 山崎　清司 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ

中村　大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

伊達　千鶴 ﾀﾞﾃ ﾁﾂﾞﾙ 西畑　紀子 ﾆｼﾊﾀ ﾉﾘｺ 大畠　美由紀 ｵｵﾊﾀ ﾐﾕｷ

若山 英史 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｼ

小堀　良志 ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳｼﾞ 安藤　秀一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 伊藤　勇紀 ｲﾄｳ ﾕｳｷ

川口　訓正 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾘﾏｻ 神宮　正明 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾏｻｱｷ

飯ヶ谷　悟 ｲｲｶﾞﾔ ｻﾄﾙ 大胡　正樹 ｵｵｺﾞ ﾏｻｷ 島田　剛志 ｼﾏﾀﾞ ｺﾞｳｼ

石原　一幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 穂積　弘久 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛﾋｻ

松崎　桂子 ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｺ 今井　哲也 ｲﾏｲ ﾃﾂﾔ 伊平　玲子 ｲﾋﾗ ﾚｲｺ

鈴木　広邦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｸﾆ 大塚　守 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ
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