4時間エンデューロチーム男女
No

41チーム

チーム名

名前

ﾌﾘｶﾞﾅ

951 チームぽっちゃり

高橋 法子/秋森 基/飯高 智宏

ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ/ｱｷﾓﾘ ﾓﾄｲ/ｲｲﾀﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ

952 Cyclo E.T.ernaL

丹野 彩子/米倉 貴之

ﾀﾝﾉ ｱﾔｺ/ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾕｷ

953 シクロFMI

池田 一彦/中村 和雄/國田 輝義

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ/ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ/ｸﾆﾀ ﾃﾙﾖｼ

954 SEO8214N

岡田 裕子/岡田 和章/野中 武也/荒川 真秀

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｺ/ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ/ﾉﾅｶ ﾀｹﾔ/ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ

955 TEAM ARATA

山本 大輔/江森 新

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ/ｴﾓﾘ ｱﾗﾀ

956 TEAM LILY'S TOWEL

河野 雄揮/河野 栄子

ｺｳﾉ ﾕｳｷ/ｺｳﾉ ｴｲｺ

957 TEAM GIRO

岡本 秀明/岡本 由希

ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ/ｵｶﾓﾄ ﾕｷ

958 チームカメダ

原田 浩志/橋口 聖一/荻原 陵/須磨谷 いづみ

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ/ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ/ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ/ｽﾏﾀﾆ ｲﾂﾞﾐ

959 柴犬＆roadies

吉村 健央/吉村 亜紀子

ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ/ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ

960 ユニテックＲＣ

大久保 武幸/高橋 英人/森 大佑/野口 香織

ｵｵｸﾎﾞ ﾀｹﾕｷ/ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ/ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ/ﾉｸﾞﾁ ｶｵﾘ

961 CircleCycle TeamC

村田 貴則/永井 亜紀子/照屋 輝介/小林 勝

ﾑﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ/ﾅｶﾞｲ ｱｷｺ/ﾃﾙﾔ ﾖｳｽｹ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ

962 C's works Bチーム

鈴木 洋文/鈴木 紗季子/渡辺 久利/小野寺 知考ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ/ｽｽﾞｷ ｻｷｺ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾄｼ/ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾀｶ

963 スタンレー

森川 洋輔/安藤 憲/平鹿 亜紀

ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ/ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ/ﾋﾗｶﾞ ｱｷ

964 チーム柳橋クルクル

久保 美恵/清水 香/横塚 暁人

ｸﾎﾞ ﾐｴ/ｼﾐｽﾞ ｶｵﾙ/ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ

965 チャリーズホイル

辻本 愛/宮崎 眞一/永田 耕平

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｲ/ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ/ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ

966 チャリーズおたま

陳 陽/三好 浩和/高橋 知子

ﾁﾝ ﾖｳ/ﾐﾖｼ ﾋﾛｶｽﾞ/ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ

967 チャリーズまないた

小川 治人/堀田 大輔/斉藤 明日香

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ/ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ/ｻｲﾄｳ ｱｽｶ

968 フェデライダー1号

小林 祐一/須藤 恭弘/細居 真理子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ/ｽﾄﾞｳ 恭弘/ﾎｿｲ ﾏﾘｺ

伊藤 正雄/粕谷 富士夫/金子 美幸

ｲﾄｳ ﾏｻｵ/ｶｽﾔ ﾌｼﾞｵ/ｶﾈｺ ﾐﾕｷ

小暮 和幸/椎名 麻紀子/滝澤 岳/森岡 舜

ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾕｷ/ｼｲﾅ ﾏｷｺ/ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ/ﾓﾘｵｶ ｼｭﾝ

971 TEAM SEO 278 ひよこ

土井 正人/宍戸 優騎/田島 若菜

ﾄﾞｲ ﾏｻﾄ/ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ/ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ

972 TEAM

上田 裕一/木村 健人/伊達 善行/平田 まど香

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ/ｷﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ/ﾀﾞﾃ ﾖｼﾕｷ/ﾋﾗﾀ ﾏﾄﾞｶ

973 チームTAMA

渡部 俊久/渡部 聡枝

ﾜﾀﾍﾞ ﾄｼﾋｻ/ﾜﾀﾍﾞ ｻﾄｴ

974 おはよー

綿貫 幸夫/陳 玉萍/細野 高志/関谷 宏彰

ﾜﾀﾇｷ ｻﾁｵ/ｼﾞﾝ ﾕｲﾍﾟﾝ/ﾎｿﾉ ﾀｶｼ/ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ

975 オハヨー

魚住 信之/斎藤 明子/小菅 賢太/津田 翔伍

ｳｵｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ/ｻｲﾄｳ ｱｷｺ/ｺｽｹﾞ ｹﾝﾀ/ﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

976 084

伊藤 真紀子/古郷 貴彦/戸井田 浩一/萩本 健二ｲﾄｳ ﾏｷｺ/ﾌﾙｺﾞｳ ﾀｶﾋｺ/ﾄｲﾀﾞ ｺｳｲﾁ/ﾊｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

977 セオ八潮(上尾支部・親子チーム)

井野 茂之/小川 亜津子/山吹 真郷/柏 桃子

ｲﾉ ｼｹﾞﾕｷ/ｵｶﾞﾜ ｱﾂｺ/ﾔﾏﾌﾞｷ ﾏｻﾄ/ｶｼﾜ ﾓﾓｺ

978 青トラの親

山田 隆広/高田 昌孝/大森 潤/真山 理栄

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ/たかだ まさたか/おおもり じゅん/まやま

979 seo 8214 team SIY

山口 康/清水 斉/清水 美加/伊藤 英詔

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ/ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ/ｼﾐｽﾞ ﾐｶ/ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ

980 梅ちゃんずるんるん

菅根 秀和/石川 智浩/梅田 七美子/宮間 真紀

ｽｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ/ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ/ｳﾒﾀﾞ ﾅﾐｺ/ﾐﾔﾏ ﾏｷ

981 SEO8214 浜田牧リー

森田 和彦/浜井 芳樹/浜井 牧子/森田 ｹﾘｰ

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ/ﾊﾏｲ ﾖｼｷ/ﾊﾏｲ ﾏｷｺ/森田 ｹﾘｰ

982 チームラフリバー純ホビー班

藤沼 敬栄/岡田 英男/武田 菜々恵

ﾌｼﾞﾇﾏ ﾉﾘﾖｼ/ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ/ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｴ

983 TEAM CRIMSON

大嶽 剛/松田 光司/松田 勢津子

ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ/ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ/ﾏﾂﾀﾞ ｾﾂｺ

984 チーム柳橋ワイワイ

横塚 仁/横塚 淳子/古田 淳

ﾖｺﾂｶ ﾋﾄｼ/ﾖｺﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ/ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ

985 チャーリーズざる

江田 祐人/島田 幸枝/山崎 健生/吉岡 鈴香

ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾄ/ｼﾏﾀﾞ ﾕｷｴ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｵ/ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ

986 ＬＯＶＥ・ＷＩＮＧ

薄井 和恵/藤 徹也

ｳｽｲ ｶｽﾞｴ/ﾌｼﾞ ﾃﾂﾔ

987 TEAM 052

松永 政男/野中 淳子/和田 美佳/神田 昇吾

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｵ/ﾉﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ/ﾜﾀﾞ ﾐｶ/ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

988 semas新松戸ぐるめらいだーず

川俣 喜浩/小野 陽子

ｶﾜﾏﾀ ﾖｼﾋﾛ/ｵﾉ ﾖｳｺ

989 武蔵砂川ツーキニスト倶楽部

湯淺 裕一郎/湯淺 愛

ﾕｱｻ ﾕｳｲﾁﾛｳ/ﾕｱｻ ﾒｸﾞﾐ

990 MT3+T

武田 憲吾/田邉 弥生/孫野 道征/高富 由希恵

ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ/ﾀﾅﾍﾞ ﾔﾖｲ/ﾏｺﾞﾉ ﾐﾁﾕｷ/ﾀｶﾄﾐ ﾕｷｴ

991 おおひなた整骨院

小竹 翔平/大日向 春来/武田 智美/山下 凌河

ｺﾀｹ ｼｮｳﾍｲ/ｵｵﾋﾅﾀ ﾊﾙｷ/ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾐ/ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ

969 TEAM SEO 278
970 TEAM

SEO
SEO

うさぎ
278

たぬき

278

かめ

4時間エンデューロチーム女子
No

チーム名

5チーム
名前

ﾌﾘｶﾞﾅ

太田 美奈子/根本 知子/影山 尊/市川 博美

ｵｵﾀ ﾐﾅｺ/ﾈﾓﾄ ﾄﾓｺ/ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｺﾄ/ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾐ

1002 TEAM SATSUMA☆AGE

松本 恵美子/鳥山 訓世

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ/ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾁﾖ

1003 青トラキッズ･ガールズ

新井 ほたる/仲宗根 波琉/大森 夏姫

ｱﾗｲ ﾎﾀﾙ/ﾅｶｿﾈ ﾊﾙ/ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ

1004 SEMAS Ladies

高澤 由美/大田原 綾子

ﾀｶｻﾞﾜ ﾕﾐ/ｵｵﾀﾊﾗ ｱﾔｺ

1005 笠松企画

笠茂 幸恵/保科 亜美

ｶｻﾓ ﾕｷｴ/ﾎｼﾅ ﾂｸﾐ

1001 ＴＮＰ自転車競技部

Ｌ

アリエッタ

4時間エンデューロチーム男子
No

チーム名

119チーム
名前

ﾌﾘｶﾞﾅ

1011 チームスマート

鈴木 武寛/田中 雅憲

ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ/ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ

1012 ジャンチュウ

山本 晃揮/中川 伸/中村 知博/松尾 裕太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ/ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝ/ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ/ﾏﾂｵ ﾕｳﾀﾛｳ

1013 BriOri

四十万 浩康/大江 徹也

ｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ/ｵｵｴ ﾃﾂﾔ

1014 CPCracing7

小田原 学/小田原 健汰

ｵﾀﾞﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ/ｵﾀﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ

1015 序の口ヒルクライマー

小林 敬樹/川田 孝介/宮本 昌宏/熊本 学

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｷ/ｶﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ/ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ/ｸﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1016 チームMARU

関塚 範之/森垣 信夫/町山 和之/斎藤 翼

ｾｷﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ/ﾓﾘｶﾞｷ ﾉﾌﾞｵ/ﾏﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ/ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

1017 フラムルージュA/セオ八潮

蓮見 尚希/羽部 康博

ﾊｽﾐ ﾅｵｷ/ﾊﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

1018 フラムルージュC

大島 昇/都築 智樹

ｵｵｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ/ﾂﾂﾞｷ ﾄﾓｷ

1019 TEAM SEA

荒口 昇平/佐々木 將/志村 俊樹

ｱﾗｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ/ｻｻｷ ﾏｻﾙ/ｼﾑﾗ ﾄｼｷ

1020 チーム

松橋 正義/松橋 輝

ﾏﾂﾊｼ ﾏｻﾖｼ/ﾏﾂﾊｼ ﾋｶﾙ

1021 ドランカーズ

坂田 圭司/吉原 啓太/谷口 唯成

ｻｶﾀ ｹｲｼﾞ/ﾖｼﾊﾗ ｹｲﾀ/ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾅﾘ

1022 ISHII

小川 光男/竹林 宏樹/黄 倫/若田 剛士

ｵｶﾞﾜ ﾐﾂｵ/ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ/ｺｳ ﾘﾝ/ﾜｶﾀ ｺﾞｳｼ

1023 circlecycle with Rico

高橋 望/金光 淳貴

ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ/ｶﾈﾐﾂ ｼﾞｭﾝｷ

リベンジャーズ

1024 ツルマスヴェロクラブ 〜 松井に捧ぐこ 甲斐 友一朗/柴田 瑛一

ｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ/ｼﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ

1025 大門RT

雪松 亮太/村上 竜太/菊地 裕/山越 健司

ﾕｷﾏﾂ ﾘｮｳﾀ/ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾀ/ｷｸﾁ ﾕｳ/ﾔﾏｺｼ ｹﾝｼﾞ

津加 和彦/高城 淳/山本 裕一

ﾂｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ/ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ/ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

武藤 康幸/横田 靖明/椎名 健大/平川 貴幸

ﾑﾄｳ ﾔｽﾕｷ/ﾖｺﾀ ﾔｽｱｷ/ｼｲﾅ ﾀｹﾋﾛ/ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ

1028 日本大学理工学部C

石井 壮/谷口 涼/峯岸 裕太

ｲｼｲ ｿｳ/ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ/ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ

1029 FREQROL 野郎

土井 啓/内田 豪/大瀬 崇公/瀬川 裕太

ﾄﾞｲ ｹｲ/ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｳ/ｵｵｾ ﾀｶｷﾐ/ｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

1030 日本大学理工学部Ｂ

佐々木 諒太朗/今村 義道/金子 真也/橋本 大輝ｻｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ/ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾐﾁ/ｶﾈｺ ｼﾝﾔ/ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

1031 チームＣＦＫーＢ

室谷 耕輔/浜 研一

ﾑﾛﾔ ｺｳｽｹ/ﾊﾏ ｹﾝｲﾁ

1032 チームＣＦＫーA

筧田 司/坂本 眞徳

ﾄｲﾀﾞ ﾂｶｻ/ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ

1033 VIP連合

阿部 剣一/川口 雄平/大久保 晃嗣

ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ/ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ/ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ

1034 青トラキッズ ボーイズ

髙田 優輝/新井 信之介/山田 雄大/真山 和陽十ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｷ/ｱﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ/ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ/ﾏﾔﾏ ﾜﾋﾄ

1035 元祖オールスター天丼

谷 直亮/浦 佑樹/池辺 聖/杉野 元基

ﾀﾆ ﾅｵｽｹ/ｳﾗ ﾕｳｷ/ｲｹﾍﾞ ｾｲ/ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ

1036 双葉会サイクル部A

小室 順治/若月 真輝/森 庸介

ｺﾑﾛ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ﾜｶﾂｷ ﾏｻｷ/ﾓﾘ ﾖｳｽｹ

1037 溝橋サイクルチーム

橋崎 延之/溝越 茂

ﾊｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ/ﾐｿﾞｺｼ ｼｹﾞﾙ

1038 森本ブラザーズ

森本 浩太/森本 健史

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ/ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1039 熔岩1号

大塚 孝晴/秦野 元秀

ｵｵﾂｶ ﾀｶﾊﾙ/ﾊﾀﾉ ﾓﾄﾋﾃﾞ

1040 電材チャリ部-C

鈴木 智之/岩谷 益男/片岡 俊一

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ/ｲﾜﾀﾆ ﾐﾂｵ/ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｲﾁ

1041 BITAM

高橋 雄大/松沢 賢司/今仲 保宏

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ/ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ/ｲﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1042 Circle Cycle Team B

北山 雄一/井戸 幸一/江島 直紀

ｷﾀﾔﾏ ﾕｳｲﾁ/ｲﾄﾞ ｺｳｲﾁ/ｴｼﾞﾏ ﾅｵｷ

1043 C’s works Aチーム

清水 啓一/田中 宏彰/清澤 翔悟/羽鳥 桂吾

ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ/ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ/ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｺﾞ/ﾊﾄﾘ ｹｲｺﾞ

1044 Honda 栃木 @ふたりはエリート

小泉 亮一/尾形 直樹

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ/ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ

1045 イチイチ会

石井 能将/芝田 中/小泉 文人/田中 剛

ｲｼｲ ﾉﾘﾏｻ/ｼﾊﾞﾀ ｱﾀﾙ/ｺｲｽﾞﾐ ﾌﾐﾄ/ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ

1046 HOKULEI

落合 寛幸/小川 正樹

ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾕｷ/ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ

1047 パラティアムTOKYO亀

大川 和哉/武藤 圭吾/今西 大地

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ/ﾑﾄｳ ｹｲｺﾞ/ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ

1048 パラティアムTOKYO兎

瀬合 祥貴/高山 裕基

ｾｺﾞｳ ﾖｼﾀｶ/ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

1049 OVER☆HEAT

後藤 政実/大野 拓也/大野 裕二

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ/ｵｵﾉ ﾀｸﾔ/ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ

1050 m.saira

木賀 誠一/田辺 利行/佐藤 駿/marc cauteren ｷｶﾞ ｾｲｲﾁ/ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ/ｻﾄｳ ｼｭﾝ/ﾏﾙｸ ｶｳﾃﾚﾝ

1051 一兵卒

石山 智也/眞鍋 克己/木内 九二生

ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ/ﾏﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ/ｷｳﾁ ｸﾆｵ

1052 Favorite RacingTeam_B

佐川 友樹/川出 嘉一/中村 裕/後藤 一平

ｻｶﾞﾜ ﾄﾓｷ/ｶﾜﾃﾞ ﾖｼｶｽﾞ/ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ/ｺﾞﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ

1053 M boys

山下 賢仁/宇野 拓/丸田 直/二階堂 尚志

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾄ/うの たくや/ﾏﾙﾀ ﾅｵ/ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1054 Team P.P.O

永山 茂樹/長谷川 直人/高田 賢一/野原 淳一

ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｹﾞｷ/ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ/ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ/ﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1055 スピリトーゾ

多田 彰/椎名 泰至/平賀 脩悟

ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ/ｼｲﾅ ﾔｽﾕｷ/ﾋﾗｶﾞ ｼｭｳｺﾞ

1056 フェデライダーV3

中島 滋之/藤本 淳一/加治屋 孝/渡辺 尚樹

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ/ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

1057 フェデライダー2号

荒川 秀俊/佐久間 謙治/川田 桂一郎

ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ/ｻｸﾏ ｹﾝｼﾞ/ｶﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

1058 チータマプロサイクリング

山内 桂輔/井口 渉

ﾔﾏｳﾁ ｹｲｽｹ/ｲｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ

1026 ＴＮＰ自転車競技部
1027 TNP自転車競技部

Ｔ

Ｍ

1059 仁&結

狩野 仁翠/斎藤 結太

ｶﾉ ｼﾞﾝｽｲ/ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ

1060 もっこり隊
1061 チーム＿プロパイロット

宇佐見 純一/立嶋 満/大槻 勝彦/狩野 茂之
須見 貴宜/倉本 洋/安田 和文

ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ﾀﾃｼﾏ ﾐﾂﾙ/ｵｵﾂｷ ｶﾂﾋｺ/ｶﾉ ｼｹﾞﾕｷ

1062 チーム e-power

井上 裕史/小林 一希/斎藤 大介

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ/ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ/ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

1063 しゅんしゅん

矢野 政尚/山下 健一/勝沼 敏明/桑原 昭夫

ﾔﾉ ﾏｻﾅｵ/ﾔﾏｼﾀ 健一/ｶﾂﾇﾏ ﾄｼｱｷ/ｸﾜﾊﾗ ｱｷｵ

1064 RB08小隊

松本 富行/巻島 大朗

ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾐﾕｷ/ﾏｷｼﾏ ﾀﾛｳ

1065 SKYBRIDGE

大津 和弘/都野 剛行/相馬 徹至/木瀬 由隆

ｵｵﾂ ｶｽﾞﾋﾛ/ﾂﾉ ﾀｹﾕｷ/ｿｳﾏ ﾃﾂｼﾞ/ｷｾ ﾖｼﾀｶ

1066 チームブルガリア

田上 裕起/佐々木 亮介/井上 泰行/川口 和城

ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ/ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ/ｲﾉｳｴ ﾔｽﾕｷ/ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

1067 ちばあいらんど

渡部 自然/大谷 諭司

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾈﾝ/ｵｵﾀﾆ ｻﾄｼ

1068 りんりんレーシングＢ

松下 成章/宮川 淳

ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ/ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾂｼ

1069 team CAMELLIA KAIDOES

小西 航/崎濱 秀平/加藤 宏幸/今井 淳稀

ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ/ｻｷﾊﾏ ｼｭｳﾍｲ/ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ/ｲﾏｲ ｱﾂｷ

1070 il boco

石井 良/一原 康宏/和田 光弘

ｲｼｲ ﾘｮｳ/ｲﾁﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ/ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1071 ピークスパイダー

野中 聡磨/内田 悟

ﾉﾅｶ ｿｳﾏ/ｳﾁﾀﾞ ｻﾄﾙ

1072 オヤヂチャリ部らいおんさんチーム

吉澤 匡/吉川 貴裕/佐藤 大輔/増山 敬祐

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ/ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ/ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ/ﾏｽﾔﾏ ｹｲｽｹ

1073 オヤヂチャリ部とらさんチーム

柴山 剛/石川 広樹/宮崎 正幸/田中 智明

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｹｼ/ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ/ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ/ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ

ｽﾐ ﾀｶﾉﾘ/ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛｼ/ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ

1074 ツルマスヴェロクラブ -おこさんに捧ぐ西村 信一/荒瀧 隆公

ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ/ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ

1075 真夜中のラブレターB

棚谷 裕介/樋口 慈一

ﾀﾅﾔ ﾕｳｽｹ/ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ

1076 真夜中のラブレターA

友坂 匡一郎/鈴木 一真

ﾄﾓｻｶ ｷｮｳｲﾁﾛｳ/ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ

1077 肉前

高良 考男/柏村 哲雄/二宮 和樹

ﾀｶﾗ ﾀｶｵ/ｶｼﾜﾑﾗ ﾃﾂｵ/ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ

1078 日本大学理工学部D

西川 歩/山田 莞生/渡邉 和典/青木 眞人

ﾆｼｶﾜ ｱﾕﾑ/ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ/ｱｵｷ ﾏｻﾄ

1079 Team SEO 辨天

松見 明彦/亀井 雪矢/高久 祐二/柏原 真太郎

ﾏﾂﾐ ｱｷﾋｺ/ｶﾒｲ ﾕｷﾔ/ﾀｶｸ ﾕｳｼﾞ/ｶｼﾊﾗ 真太郎

1080 双葉会アンディとべーかつ

林 孝彦/Baykatun Ryo

ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ/ﾍﾞｰｶﾂ ﾘｮｳ

1081 梅ちゃんずがんがん

白石 正憲/石渡 哲朗/岩田 竜士/菊地 純

ｼﾗｲｼ ﾏｻﾉﾘ/ｲｼﾜﾀ ﾃﾂﾛｳ/ｲﾜﾀ ﾘｭｳｼﾞ/ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ

1082 セマスレーシング age40s

山下 裕大/古東 克敏

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ/ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

1083 N-reon

吉川 真介/高木 繁/須賀 達則

ﾖｼｶﾜ ｼﾝｽｹ/ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾙ/ｽｶﾞ ﾀﾂﾉﾘ

1084 HOKULEI

宮本 雅己/荒井 渉

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ/ｱﾗｲ ﾜﾀﾙ

1085 チームＣＦＫーＣ

丸渕 聖悟/舟山 宏太

ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ/ﾌﾅﾔﾏ ｺｳﾀ

1086 だめんず

藤田 博史/青木 明弘

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ/ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ

1087 さいたまと蕨と川崎

石井 達也/藤原 総一郎/大谷 翼

ｲｼｲ ﾀﾂﾔ/ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ/ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

1088 日本大学理工学部H＠駅メモ勢

寺井 優洋/三浦 聡

ﾃﾗｲ ﾏｻﾋﾛ/ﾐｳﾗ ｻﾄｼ

1089 電材チャリ部-B

庄司 直幸/吉田 明弘/安達 康弘

ｼｮｳｼﾞ ﾅｵﾕｷ/ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ/ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

1090 チームラフリバー元競技班

細沼 達男/寺山 健太

ﾎｿﾇﾏ ﾀﾂｵ/ﾃﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ

1091 Circle Cycle分隊

岩間 誠/清水 翔太

ｲﾜﾏ ﾏｺﾄ/ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

1092 OCEANS-r

石本 哲也/大西 啓太/松本 剛典/渡辺 慎一郎

ｲｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ/ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ/ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1093 CircleCycle TeamA

石川 丈博/鈴木 敦/青木 秀徳

ｲｼｶﾜ ﾀｹﾋﾛ/ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ/ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1094 パスコレーシング

堀川 和利/三浦 治直

ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ/ﾐｳﾗ ﾊﾙﾅｵ

1095 TUJ Cycling Club

John Tevis/Kento Kondo/Pedro Rodrigues/ｼﾞｮﾝ ﾃヴｲｽ/ｹﾝﾄ ｺﾝﾄﾞｳ/ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾛﾄﾞﾘｹﾞｽ/ｵｰｼｮﾁｭﾝ ｵｳ

1096 チームＳ

小林 祐輝/中山 嘉人/山崎 由夢/小川 瑞生

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ/ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾑ/ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

1097 Team Oltre

平形 洋生/扇原 勇二/佐藤 健雄

ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ/ｵｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ/ｻﾄｳ ﾀｹｵ

1098 チャルメラサイクリング部

長瀬 直也/横山 潤一朗/斎藤 剛/三枝 豊

ﾅｶﾞｾ ﾅｵﾔ/ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ/ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ/ｻｴｸﾞｻ ﾕﾀｶ

1099 スタンレー

原田 均/伊藤 祐一

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾄｼ/ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

1100 Honda栃木

島立 孫行/福野 純一

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ/ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1101 GAME BOYS

手塚 俊介/佐藤 伸/中島 智宏

ﾃﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ/ｻﾄｳ ｼﾝ/ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

1102 Milbeaut®

佐藤 秀彦/大川 章/酒井 寛幸

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾋｺ/ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ/ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ

1103 team SB

澤田 光雄/中島 竜二/玉井 義樹

ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ/ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ/ﾀﾏｲ ﾖｼｷ

1104 Favorite RacingTeam_A

垣生 彬/加藤 洋平/池 侑樹

ﾊﾌﾞ ｱｷﾗ/ｶﾄｳ ﾖｳﾍｲ/ｲｹ ﾕｳｷ

1105 TEAM健康家族

根岸 和広/飯島 義晃/中村 純也/根本 光

ﾈｷﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ/ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ/ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾈﾓﾄ ﾋｶﾙ

1106 車楽（荒木UNIT）

荒木 愼吾/川北 智憲/関口 豪

ｱﾗｷ ｼﾝｺﾞ/ｶﾜｷﾀ ﾄﾓﾉﾘ/ｾｷｸﾞﾁ ｺﾞｳ

1107 車楽（蝦名UNIT）

蝦名 計/小野 陽平/石岡 一

ｴﾋﾞﾅ ｹｲ/ｵﾉ ﾖｳﾍｲ/ｲｼｵｶ ｶｽﾞ

1108 club PK 腐男子

吉田 直樹/津田 和久/女池 俊介

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ/ﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ/ﾒｲｹ ｼｭﾝｽｹ

1109 バイセオ川口A

佐藤 史明/小林 洋之/加藤 千晶

ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ/ｶﾄｳ ﾁｱｷ

1110 バイセオ川口B

荻野目 弘/佐竹 敏和/有澤 忍

ｵｷﾞﾉﾒ ﾋﾛｼ/ｻﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ/ｱﾘｻﾜ ｼﾉﾌﾞ

1111 バイセオ川口C

石塚 勉/大庭 嘉久/辻 正史

ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ/ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾋｻ/ﾂｼﾞ ﾏｻﾌﾐ

広瀬 豪一/国見 倫太郎/横溝 直樹/大口 忍

ﾋﾛｾ ｺﾞｳｲﾁ/ｸﾆﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ/ﾖｺﾐｿﾞ ﾅｵｷ/ｵｵｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ

1113 Team Taku&Taka with Pal

清水 隆範/清水 卓也

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ/ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

1114 りんりんレーシング A

中野 佳祐/相楽 誠

ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ/ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ

1115 Flamme rouge B

明比 務/長澤 透

ｱｹﾋ ﾂﾄﾑ/ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ

1112 ＴＥＡＭ

052

Ｂｏｓｓ

1116 Team S.S.R

福島 洋二郎/前島 聡

ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞﾛｳ/ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ

1117 笠松企画

笠茂 利広/保科 正義

ｶｻﾓ ﾄｼﾋﾛ/ﾎｼﾅ ﾏｻﾖｼ

1118 東洋大学自転車部

福山 碧斗/杉本直樹

ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ/ｽｷﾞﾓﾄﾅｵｷ

1119 旧むさこう

木村 努/互井 明世/今村 徹

ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ/ﾀｶﾞｲ ｱｷﾖ/ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ

1120 りんりんレーシングＣ

増渕 久典/大河原 翔/中村 勇太

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋｻﾉﾘ/ｵｵｶﾜﾗ ｼｮｳ/ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

1121 日本大学理工学部A

魚谷 優治/房安 良和/大木 紘介

ｳｵﾀﾆ ﾏｻﾊﾙ/ﾌｻﾔｽ ﾖｼｶｽﾞ/ｵｵｷ ｺｳｽｹ

1122 チーム喜輪

高橋 茂/大森 雄介/小原 秀悦

ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ/ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ/ｵﾊﾞﾗ ｼｭｴﾂ

1123 日本大学理工学部F

粕谷 竜太/山根 健介/水本 達也

ｶｽﾔ ﾘｭｳﾀ/ﾔﾏﾈ ｹﾝｽｹ/ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1124 teamY島Apex

酒井 敬太/岩崎 祥史/玉水 智之

ｻｶｲ ｹｲﾀ/ｲﾜｻｷ ﾖｼﾌﾐ/ﾀﾏﾐｽﾞ ﾖｼﾕｷ

1125 TEIJIN Racing

竿田 厚/竹本 義浩/橋本 真人/椎野 篤人

ｻｵﾀﾞ ｱﾂｼ/ﾀｹﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ/ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ/ｼｲﾉ ｱﾂﾄ

パッショーネ

1126 Team オルガノ

ブルー

関根 直之/笠松 正幸/下田 直/渡邉 大輔

ｾｷﾈ ﾅｵﾕｷ/ｶｻﾏﾂ ﾏｻﾕｷ/ｼﾓﾀﾞ ﾅｵ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1127 Team オルガノ

ホワイト

尾島 英寿/石渡 一行/和田 恵明/村木 穂高

ｵｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ/ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾕｷ/ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ/ﾑﾗｷ ﾎﾀﾞｶ

1128 日本大学理工学部E

橋本 駿介/及川 和紘/山口 和真/飯沼 巧

ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ/ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ/ｲｲﾇﾏ ﾀｸﾐ

1129 Osaki Sports Club

磯貝 輔/竹内 孝次/鈴木 直人/子林 亘

ｲｿｶﾞｲ ﾀｽｸ/ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ/ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ

