
小学校1～3年　男女
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～ 試走 7:15～7:25
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 7:30 スタート待機時間 7:25

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
201 名取　樹里 ナトリ ジュリ 石和東小学校
102 山中　遥介 ヤマナカ ヨウスケ
103 野村　慧晴 ノムラ ケイセイ
104 三上 将醐 ミカミ ショウゴ チームAthletune

※男女で表彰別

小学校4～6年　男女
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～ 試走 7:15～7:25
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 7:40 スタート待機時間 7:30

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
105 名取　龍希 ナトリ　タツキ 石和東小学校
106 氏家　康介 ウジイエ コウスケ
107 氏家　隆裕 ウジイエ タカヒロ
202 植松　にこ ウエマツ　ニコ ウエマツ

※男女で表彰別



１Hチャレンジ
周回数 エントリー 19 名
ローリング なし

受付 6:45～ 試走 7:00～7:15
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 8:05 スタート待機時間 7:50

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 中込　智裕 ナカゴミ トシヒロ CROSS YAMANASHI
2 大倉　壮 オオクラ ソウ teamYOUCAN
3 船山　崇 フナヤマ タカシ アクアタマ
4 望月　美徳 モチヅキ ヨシノリ cross yamanashi
5 留目　夕陽 トドメ　ユウヒ
6 清水　隆夫 シミズ タカオ
7 江越　和也 エゴシ カズヤ Team Vapor
8 江越　海玖也 エゴシ ミクヤ 横浜高校自転車競技部
9 大門　路人 オオカド　ミチヒト GURUGURUZ
10 後藤　圭太 ゴトウ ケイタ GURUGURUZ
11 山倉　幹丈 ヤマクラ ミキタケ 内房レーシング
12 石井　美絵 イシイ ミエ 内房レーシング
13 漆畑　啓一 ウルシバタ　ケイイチ
14 野澤　平和 ノザワ　ヘイワ
15 峯　司 ミネ ツカサ Team Lion
16 秋郷　伸一 アキサト シンイチ パインヒルズ’90
17 戸田　充晃 トダ ミツアキ ARCCレーシングチーム
18 藤田　丈晴 フジタ　トモハル
19 伊藤　晋一 イトウ　シンイチ G.S.POSITIVO

※ローリング無し、助走区間から発走に変更いたしました。



100kmロード
周回数 67 周（ローリング含む） エントリー 39 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～ 試走 7:00～7:15
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 9:15 スタート待機時間 9:00

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
21 山中　克哉 ヤマナカ　カツヤ チーム・コバリン
22 吉村　健央 ヨシムラ　タケオ 中島サイクル
23 高村　達史 タカムラ　タツシ
24 西川　卓 ニシカワ タカシ NG+
25 久留宮　智仁 クルミヤ トモヒト First bikes
26 平賀　正 ヒラガ タダシ レザン山梨
27 佐野　竜次 サノ　リュウジ
28 後藤　祐輔 ゴトウ　ユウスケ Firstbikes
29 前田　尚男 マエダ　タカオ チーム・コバリン
30 廣瀬　史也 ヒロセ　フミヤ First Bikes
31 堀　隆博 ホリ タカヒロ チーム・コバリン
32 清水　久 シミズ ヒサシ チーム・コバリン
33 深澤　陽一 フカサワ　ヨウイチ YOUCAN山梨
34 桑原　正樹 クワバラ　マサキ
35 岩月　伸夫 イワツキ　ノブオ イナーメ信濃山形
36 山野内　徹 ヤマノウチ トオル アトリエフルーブ
37 飛田　俊彦 トビタ トシヒコ サイクルクラブ3UP
38 岩下　哲也 イワシタ　テツヤ チーム・コバリン
39 高杉　知彰 タカスギ　トモアキ Seattle Cancer Care Alliance/Giant

40 Stefano Giordano Stefano Giordano FLR 
41 村上　晋一 ムラカミ シンイチ
42 杉本　浩 スギモト ヒロシ FAST LANE Racing
43 江藤　真輔 エトウ シンスケ アクアタマ
44 吉野　拓海 ヨシノ　タクミ パインヒルズ90
45 手塚 智大 テヅカ トモヒロ レザン山梨サイクリンググラブ

46 高野　淳 タカノ アツシ TEAM YOUCAN
47 武藤　優奈 ムトウ　ユウナ TEAM YOUCAN
48 大畠　正裕 オオハタ マサヒロ TEAM YOUCAN
49 石田　好延 イシダ　ヨシノブ レザン山梨サイクリングクラブ
50 中込　栄 ナカゴミ　サカエ レザン山梨サイクリングクラブ
51 中野　孔生 ナカノ　ヨシタカ
52 塩野　将志 シオノ　マサユキ
53 青木　太郎 アオキ　タロウ
54 森田　亮 モリタ　マコト
55 武藤　淳一 ムトウ ジュンイチ
56 一瀬　貴士 イチノセ タカシ Team YOU CAN
57 輿石　光彦 コシイシ　ミツヒコ YOUCAN山梨
58 三上　直之 ミカミ　ナオユキ チーム コバリン
59 岩渕　勝彦 イワブチ カツヒコ Team-FPS

ナカノチャンネル



パラサイクリング・個人タイムトライアル
周回数 13 周（ローリング含む） エントリー 0 名
ローリング なし 周 出走 名

受付 6:45～ 試走 12:10～13:00
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 13:05 スタート待機時間 12:50

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
81 野島　弘 ノジマヒロシ チーム１６４
82 松本　亘 マツモトワタル チーム１６４
83 塚原　心太郎 ツカハラシンタロウ チーム１６４
84 長田　信久 オサダノブヒサ チーム１６４

チームタイムトライアル
周回数 13 周（ローリング含む） エントリー 8 名
ローリング なし 周 出走 名

受付 6:45～ 試走 12:10～13:00
検車 なし ライダーズミーティング スタート前

スタート 13:40 スタート待機時間 13:25

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
61 杉本　浩 スギモト ヒロシ
62 Stefano　Giordano ステファノ　ジョルダーノ
63 倉澤　公弘 クラサワ　キミヒロ
64 雨宮　渡 アメミヤ　ワタル

71 西上　耕一郎 ニシガミ コウイチロウ
72 山野内　徹 ヤマノウチ　トオル
73 小原　正広 オハラ　マサヒロ
74 湯野川　徹 ユノカワ　トオル

Forzi:k+FLR

アトリエ・フルーブ


