4時間エンデューロチーム男⼥
No.

チーム名

60チーム
名前

フリガナ

サイズ
Ｌ/Ｍ

951 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

952 TEAM LILY'S TOWEL

河野 雄揮/河野 栄子

コウノ ユウキ/コウノ エイコ

Ｌ/Ｓ

953 チームTAMA

渡部 俊久/渡部 聡枝

ワタベ トシヒサ/ワタベ サトエ

Ｌ/Ｍ

954 根本塾 研修中

照沼 孝之/小坂 なつみ

テルヌマ タカユキ/コサカ ナツミ

Ｌ/Ｓ

955 CircleCycle稲毛HP

中臺 賢/木村 節子

ナカダイ ケン/キムラ セツコ

Ｍ/Ｍ

956 ブリッジバイクプロダクツ

稲村 博/稲村 あかね

イナムラ ヒロシ/イナムラ アカネ

Ｍ/Ｍ

957 チーム わかちゃん

冨沢 哲夫/冨沢 和香

トミザワ テツオ/トミサワ ワカ

Ｍ/Ｓ

958 TEAM AMiGos

⼯藤 英彦/栗原 春湖

クドウ ヒデヒコ/クリハラ ハルコ

Ｍ/Ｓ

959 けやきレーシング

細⽥ 典加/瀬⼾ 浩⼆

ホソダ フミカ/セト コウジ

Ｓ/Ｍ

960 特練︕

⻑瀬 忠/堀 友紀代

ナカ゛セ タタ゛シ/ホリ ユキヨ

Ｍ/Ｓ

961 チーム FUJI

後藤 幸之/後藤 幸枝

ゴトウ コウシ/ゴトウ ユキエ

Ｌ/Ｍ

962 チーム・コバリン

堀 隆博/加藤 志保

ホリ タカヒロ/カトウ シホ

Ｓ/Ｓ

963 TKS

高品 稔/高品 由佳

タカシナ ミノル/タカシナ ユカ

Ｓ/Ｍ

964 チームねこʼず

芳賀 保⽂/芳賀 奈美枝

ハガ トモフミ/ハガ ナミエ

Ｌ/Ｓ

965 チームTTS

鈴木 武寛/⽥中 雅憲/高橋 法子

スズキ タケヒロ/タナカ マサノリ/タカハシ ノリコ

Ｍ/Ｌ/Ｌ

966 noritaka racing

小池 和紀/中澤 隆⾏/小池 美帆

コイケ カズノリ/ナカザワ タカユキ/コイケ ミホ

Ｍ/Ｍ/Ｓ

967 フラムルージュＡ／セオ八潮

⽻部 康博/清⽔ 綾子/関⼝ 亮

ハベ ヤスヒロ/シミズ アヤコ/セキグチ リョウ

Ｍ/Ｓ/Ｍ

968 チーム テンガロンキャップ

狩野 茂之/狩野 扇子/狩野 胡弓

カノ シゲユキ/カノ センス/カノ コキュウ

Ｌ/Ｍ/Ｓ

969 フラムルージュＣ／セオ八潮

大島 昇/藤谷 亜美/中村 駿太

オオシマ ノボル/フジヤ アミ/ナカムラ シュンタ

Ｍ/Ｓ/Ｌ

970 TOKYO 4 Seasons Cycling ♥

平久江 智史/自閑 誠晃/安藤 明子

ヒラクエ サトシ/ジカン マサアキ/アンドウ アキコ

Ｌ/Ｌ/Ｓ

971 TOKYO 4 Seasons Cycling ♣

岡⽥ 亮太/⻫藤 明剛/松⽥ 真依

オカダ リョウタ/サイトウ アキタカ/マツダ マイ

Ｌ/Ｍ/Ｓ

972 TEAM GIRO

岡本 秀明/岡本 由希/溝越 茂

オカモト ヒデアキ/オカモト ユキ/ミゾコシ シゲル

Ｌ/Ｍ/Ｌ

973 Squadra Bevitore with J

宇都宮 あゆみ/宮下 純一/秋⽥ 努

ウツノミヤ アユミ/ミヤシタ ジュンイチ/アキタ ツトム

Ｍ/Ｍ/Ｍ

974 ジュンコファンクラブ

大森 潤/大森 純子/山⽥ 隆広

オオモリ ジュン/オオモリ ジュンコ/ヤマダ タカヒロ

Ｍ/Ｍ/Ｓ

975 ポール＆バンブー

大森 夏姫/山⽥ 将司/山⽥ 雄大

オオモリ ナツキ/ヤマダ マサシ/ヤマダ ユウダイ

Ｓ/Ｓ/Ｓ

976 宮野木自転⾞漕⾛会A

桐澤 敦/桐澤 日都美/重信 隼人

キリサワ アツシ/キリサワ ヒトミ/シゲノブ ハヤト

Ｍ/Ｓ/Ｌ

977 サーキット de Nanshin

出⽵ 城司/川野 健⼆/人⾒ 千恵

デタケ ジョウジ/カワノ ケンジ/ヒトミ チエ

Ｓ/Ｓ/Ｍ

978 サーキットのミドリ

日下部 奈央子/奥村 純/菅野 広一

クサカベ ナオコ/オクムラ ジュン/カンノ コウイチ

Ｓ/Ｍ/Ｍ

979 サーキットの小⿅

山越 祥子/佐藤 豊/高橋 翔

ヤマコシ サチコ/サトウ ユタカ/タカハシ ショウ

Ｓ/Ｍ/Ｓ

980 Collina ZZ

⻫藤 康/澤畠 京美/⿊川 尚輝

サイトウ ヤスシ/サワハタ キョウミ/クロカワ ナオキ

Ｌ/Ｓ/Ｌ

981 バイセオ川⼝A

荻野目 弘/新⾒ 渚/今井 孝

オギノメ ヒロシ/ニイミ ナギサ/イマイ タカシ

Ｍ/Ｓ/Ｌ

982 バイセオ川⼝B

熊木 譲/森下 由香/新⾒ 一樹

クマキ ユズル/モリシタ ユカ/ニイミ カズキ

Ｍ/Ｓ/Ｌ

983 バイセオ川⼝C

佐藤 史明/大友 友⾥/佐⽵ 敏和

サトウ フミアキ/オオトモ ユリ/サタケ トシカズ

Ｍ/Ｓ/Ｌ

984 山野自転⾞部 Type R

久保 美恵/清⽔ 香/横塚 暁人

クボ ミエ/シミズ カオル/ヨコツカ アキヒト

Ｓ/Ｓ/Ｍ
Ｌ/Ｓ/Ｍ

985 山野自転⾞部 Type C

横塚 仁/横塚 淳子/古⽥ 淳

ヨコツカ ヒトシ/ヨコツカ ジュンコ/フルタ ジュン

986 セオ大宮

松浦 凌/三輪 和史/菅 智美

マツウラ リョウ/ミワ カズフミ/スガ トモミ

Ｌ/Ｍ/Ｓ

987 Team Bermuda Love Roller

侭⽥ 直之/神⽥ 裕教/藤⽥ 佳代

ママダ ナオユキ/カンダ ヒロノリ/フジタ カヨ

Ｓ/Ｍ/Ｓ

988 チームまねきねこ

池⽥ 一彦/山本 大輔/中村 和雅/林 彩夏

イケダ カズヒコ/ヤマモト ダイスケ/ナカムラ カズマサ/ハヤシ アヤカ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｓ

989 MSCまちさがサイクリング

⻄嶋 傑/山﨑 諒子/大津 重之/川畑 幸久

ニシジマ スグル/ヤマザキ リョウコ/オオツ シゲユキ/カワバタ ユキヒサ Ｌ/Ｍ/Ｌ/Ｍ

990 セバスチャンs

高橋 良尚/本間 稿/木原 大輔/髙橋 ヒロコ

タカハシ ヨシナオ/ホンマ コウ/キハラ ダイスケ/タカハシ ヒロコ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｓ

991 SEO8214 Team N

岡⽥ 裕子/荒川 眞秀/野中 武也/岡⽥ 和章

オカダ ヒロコ/アラカワ マサヒデ/ノナカ タケヤ/オカダ カズアキ

Ｓ/Ｌ/Ｌ/Ｍ

992 オヤヂチャリ部 モーニングチーム

石川 広樹/石川 紀子/柴山 剛/増山 敬祐

イシカワ ヒロキ/イシカワ ノリコ/シバヤマ タケシ/マスヤマ ケイスケ

Ｍ/Ｓ/Ｌ/Ｌ

993 オヤヂチャリ部やきにくチーム

吉澤 匡/吉澤 真喜子/吉澤 翔/⻘木 明弘

ヨシザワ タダシ/ヨシザワ マキコ/ヨシザワ ショウ/アオキ アキヒロ

Ｍ/Ｓ/Ｓ/Ｌ

994 チームBar酒主

徳山 一誠/小久保 雄介/中山 博登/渡邊 景子

トクヤマ イッセイ/コクボ ユウスケ/ナカヤマ ヒロト/ワタナベ ケイコ

Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｍ

995 梅ちゃんずアネックス

白石 正憲/花房 武司/石渡 哲朗/宮間 真紀

シライシ マサノリ/ハナフサ タケシ/イシワタ テツロウ/ミヤマ マキ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

996 ちりん会。甲

綿貫 けい子/島根 順子/内山 貴裕/伊藤 陽一

ワタヌキ ケイコ/シマネ ジュンコ/ウチヤマ タカヒロ/イトウ ヨウイチ

Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｌ

997 葉⽉山の会 自転⾞部

渡邊 真和/白坂 僚/藤原 理恵子/岡部 正嗣

ワタナベ タダカズ/シラサカ リョウ/フジワラ リエコ/オカベ マサシ

Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｍ

998 ふぁみたん ♡

磯野 諒/⿊川 真理子/齋藤 晃太/影山 大祐

イソノ リョウ/クロカワ マリコ/サイトウ コウタ/カゲヤマ ダイスケ

Ｌ/Ｍ/Ｌ/Ｌ

999 ユニテックRC

大久保 武幸/茂原 正臣/高橋 英人/野⼝ 香織

オオクボ タケユキ/シゲハラ マサオミ/タカハシ ヒデト/ノグチ カオリ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｓ

1000 チームラフリバー

細沼 達男/武⽥ 菜々恵/岡⽥ 英男/藤沼 敬栄

ホソヌマ タツオ/タケダ ナナエ/オカダ ヒデオ/フジヌマ ノリヨシ

Ｍ/Ｓ/Ｍ/Ｓ

1001 ボイルストン自転⾞部

佐藤 慎祐/宅島 孝喜/宅島 優喜/原 友美

サトウ シンスケ/タクシマ コウキ/タクシマ ユウキ/ハラ トモミ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｌ

1002 Starting Over

粕谷 剛司/阿部 武博/入江 剛/出⼝ このみ

カスヤ タケシ/アベ タケヒロ/イリエ タケシ/デグチ コノミ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1003 okb

江村 遊/白岩 利映/岡部 友彰/加藤 秀幸

エムラ ユウ/シライワ トシアキ/オカベ トモアキ/カトウ ヒデユキ

Ｓ/Ｌ/Ｍ/Ｍ

1004 SEO8214 SINS

清⽔ ⻫/清⽔ 美加/中村 明三/伊藤 英詔

シミズ ヒトシ/シミズ ミカ/ナカムラ アケミ/イトウ ヒデアキ

Ｓ/Ｓ/Ｓ/Ｓ

1005 アラトモチームA

木下 深一朗/豊島 周平/室⽥ 知美/山⼝ 久美

キノシタ シンイチロウ/トヨシマ シュウヘイ/ムロタ トモミ/ヤマグチ クミ Ｍ/Ｌ/Ｍ/Ｍ

1006 アラトモチームB

木下 深一朗/稲井 隆太/宮澤 雄宇基/辻村 佳苗

キノシタ シンイチロウ/イナイ リュウタ/ミヤアワ ユウキ/ツジムラ カナエ Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｓ

1007 アラトモチームC

木下 深一朗/瀧 あすみ/⿅糠沢 裕太/依⽥ 沙央理

キノシタ シンイチロウ/タキ アスミ/カヌカザワ ユウタ/ヨダ サオリ

1010 SEMAS新松⼾リハビリ中

箱⽥ 晃一/國重 志都

ハコダ コウイチ/クニシゲ シヅ

Ｍ/Ｓ

1011 オヤヂチャリ部パクチーチーム

宮崎 正幸/佐藤 大輔/宮崎 環

ミヤザキ マサユキ/サトウ ダイスケ/ミヤザキ タマキ

Ｍ/Ｌ/Ｓ

1012 pompier c.c.

石渡 宏典/菊池 信吾/木原 渚/富井 陽亮

イシワタ ヒロノリ/キクチ シンゴ/キハラ ナギサ/トミイ ヨウスケ

Ｓ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

Ｌ/Ｓ/Ｍ/Ｍ

4時間エンデューロチーム⼥子
No.

チーム名

3チーム
名前

フリガナ

サイズ

1021 SEMAS Ladies

高澤 由美/大⽥原 綾子

タカザワ ユミ/オオタハラ アヤコ

Ｓ/Ｓ

1022 笠松企画 アリエッタ

笠茂 幸恵/保科 亜美

カサモ ユキエ/ホシナ ツクミ

Ｓ/Ｓ

1023 サーキットの薔薇

池⽥ 千夏/谷本 寛子/宮本 理恵子/⻑谷川 綾

イケダ チナツ/タニモト ヒロコ/ミヤモト リエコ/ハセガワ アヤ

Ｓ/Ｍ/Ｓ/Ｓ

名前

フリガナ

サイズ

1031 Team S.S.R

福島 洋⼆郎/前島 聡

フクシマ ヨウジロウ/マエジマ サトシ

Ｍ/Ｓ

1032 RinRinRacing

相楽 誠/小林 正樹

サガラ マコト/コバヤシ マサキ

Ｍ/Ｍ

4時間エンデューロチーム男子
No.

チーム名

124チーム

1033 かねけんのわくわくサイクル倶楽部

⾦子 健/増⽥ 貴好

カネコ ケン/マスダ タカヨシ

Ｍ/Ｍ

1034 ビアンキandスペシャ

⽥中 悠樹/林⽥ 直樹

タナカ ハルキ/ハヤシダ ナオキ

Ｓ/Ｓ

1035 AP

⽥屋 雅大/神岡 達郎

タヤ マサヒロ/カミオカ タツロウ

Ｌ/Ｌ

1036 浜カフェサイクルクラブ

佐野 林太郎/薩來 幸紀

サノ リンタロウ/サツライ コウキ

Ｍ/Ｓ

1037 フラムルージュＢ／セオ八潮

蓮⾒ 尚希/島⽥ 育男

ハスミ ナオキ/シマダ イクオ

Ｍ/Ｍ

1038 K

冠 光高/冠 慶治

カンムリ ミツタカ/カンムリ ケイジ

Ｍ/Ｍ

1039 チームS.K

家⽥ 真司/熊⽥ 圭佑

イエダ シンジ/クマダ ケイスケ

Ｍ/Ｓ

1040 根本塾 迷子

中村 明弘/⼆村 智之

ナカムラ アキヒロ/フタムラ トモユキ

Ｌ/Ｍ

1041 根本塾 マイペース

花山 武夫/松下 直裕

ハナヤマ タケオ/マツシタ ナオヒロ

Ｍ/Ｍ

1042 根本塾 勝ちに⾏く

横⽥ 治/町⽥ 光司

ヨコタ オサム/マチダ コウジ

Ｍ/Ｍ

1043 根本塾 まずは出⾛

高橋 守/福嶋 剛

タカハシ マモル/フクシマ タケシ

Ｌ/Ｌ
Ｌ/Ｌ

1044 根本塾 塾⻑代⾏

⿊須 康雄/橘⽥ 重光

クロス ヤスオ/キッタ シゲミツ

1045 若者たち

飯高 智宏/秋森 基

イイダカ トモヒロ/アキモリ モトイ

Ｍ/Ｌ

1046 Nottaクレイマークライマー

八幡 光哉/野⼝ 悠真

ヤハタ ミツヤ/ノグチ ユウマ

Ｍ/Ｓ

1047 CPC racing

小⽥原 学/小⽥原 健汰

オダワラ マナブ/オダワラ ケンタ

Ｓ/Ｓ

1048 パスコ自転⾞部キャノン出る

大木 隼人/⻄村 一人

オオキ ハヤト/ニシムラ カズト

Ｍ/Ｍ

1049 パスコ自転⾞部OCLV

三浦 治直/堀川 和利

ミウラ ハルナオ/ホリカワ カズトシ

Ｓ/Ｍ

1051 Le Pierre

前⽥ 修/佐藤 章

マエダ オサム/サトウ アキラ

Ｍ/Ｍ

1052 同窓全て東十条

高橋 毅/前⽥ 洋一

タカハシ タケシ/マエダ ヨウイチ

Ｍ/Ｌ

1053 WINCOME Racing Team

森山 勝徳/藤澤 慎一郎

モリヤマ カツノリ/フジサワ シンイチロウ

Ｌ/Ｌ

1054 NDKサイクル部

小菅 靖之/袴⽥ 悠揮

コスゲ ヤスユキ/ハカマダ ユウキ

Ｓ/Ｌ

1055 TeamOltre

倉本 裕介/武井 一弘

クラモト ユウスケ/タケイ カズヒロ

Ｍ/Ｍ

1056 チームクロタマ

春山 博央/⿊⽥ タマヲ

ハルヤマ ヒロオ/クロダ タマオ

Ｌ/Ｍ

1057 OVER☆HEAT

後藤 政実/内藤 楓貴

ゴトウ マサミ/ナイトウ フウキ

Ｍ/Ｌ

1058 アヤトＴＳ

松⽥ 裕⾏/小林 輝

マツダ ヒロユキ/コバヤシ テル

Ｌ/Ｍ

1059 Team Bermuda 進撃

楳澤 正臣/阿久澤 義徳

ウメザワ マサオミ/アクザワ ヨシノリ

Ｌ/Ｌ

1060 Team Bermuda Dark side

村上 卓/山⼝ 雄一郎

ムラカミ タク/ヤマグチ ユウイチロウ

Ｓ/Ｍ

1061 Team Bermuda タイガー＆エレファント 柴⽥ 佳典/⻁谷 伸一

シバタ ヨシノリ/トラヤ シンイチ

Ｓ/Ｍ

1062 TEAM KU'Z_B

ヤマモト ヨウヘイ/コンドウ ケイゴ

Ｍ/Ｌ

山本 洋平/近藤 敬吾

1063 TEAM KU'Z_A

平野 智哉/後藤 裕一

ヒラノ トモヤ/ゴトウ ユウイチ

Ｍ/Ｌ

1064 日本大学理⼯学部J

⾚間 幹太郎/加瀬 祥太郎

アカマ カンタロウ/カセ ショウタロウ

Ｍ/Ｍ

1065 日本大学理⼯学部 H

吉澤 瑞季/堀木 隆史

ヨシザワ ミズキ/ホリキ タカフミ

Ｌ/Ｌ

1066 I-PEX-RC1

細谷 武史/山内 貴生

ホソヤ タケシ/ヤマウチ タカオ

Ｓ/Ｍ

1067 CircleCycle

中川 良昭/岩間 誠

ナカガワ ヨシアキ/イワマ マコト

Ｌ/Ｌ

1068 RinRinRacing -Abocalist-

柴⽥ 学/中野 佳祐

シバタ マナブ/ナカノ ケイスケ

Ｓ/Ｓ

1069 RinRinRacing D

増渕 久典/五十嵐 英明

マスブチ ヒサノリ/イガラシ ヒデアキ

Ｌ/Ｓ

1070 日本大学理⼯学部Jチーム

太⽥ 翼/山⽥ 匠人

オオタ ツバサ/ヤマダ タクト

Ｌ/Ｌ

1071 日本大学理⼯学部Eチーム

及川 和紘/橋本 駿介

オイカワ カズヒロ/ハシモト シュンスケ

Ｍ/Ｌ

1072 NCC-R

魚谷 優治/高橋 駿輝

ウオタニ マサハル/タカハシ トシキ

Ｌ/Ｌ

1073 RinRinRacing C plus

佐藤 勝彦/山中 清司

サトウ カツヒコ/ヤマナカ キヨシ

Ｌ/Ｍ

1074 日本大学理⼯学部Iチーム

窪⽥ 洸/高井 悠輔

クボタ ヒロ/タカイ ユウスケ

Ｍ/Ｍ

1075 カメさんチーム

柳 純平/川内 貞政

ヤナギ ジュンペイ/カワウチ サダマサ

Ｍ/Ｍ

1076 #ﾌﾅﾃﾝｻﾝﾆｸｵｺﾞｯﾃﾖ

郡司 洋志/⽥村 恭平/中嶋 康寛

グンジ ヒロシ/タムラ キョウヘイ/ナカジマ ヤスヒロ

Ｍ/Ｍ/Ｌ

1077 エコロガイズ

吉⽔ ヤマト/中⼾川 翔/蔵岡 恒一郎

ヨシミズ ヤマト/ナカトガワ カケル/クラオカ コウイチロウ

Ｌ/Ｍ/Ｌ

1078 ちーむＴ

横溝 光明/石原 祐幸/細井 慶一

ヨコミゾ ミツアキ/イシハラ ユウコウ/ホソイ ケイイチ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1079 CycleStyle

小川 英紀/宮前 明典/今井 真吾

オガワ ヒデキ/ミヤマエ アキノリ/イマイ シンゴ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1080 ジャンチュウ

山本 晃揮/中川 伸/中村 知博

ヤマモト コウキ/ナカガワ シン/ナカムラ トモヒロ

Ｌ/Ｌ/Ｌ

1081 JK3

宇佐⾒ 純一/⽴嶋 満/大槻 勝彦

ウサミ ジュンイチ/タテシマ ミツル/オオツキ カツヒコ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1082 RBSP

矢島 直人/山⼝ 直也/澤崎 恭輔

ヤジマ ナオト/ヤマグチ ナオヤ/サワサキ キョウスケ

Ｍ/Ｍ/Ｌ

1083 TOKYO 4 Seasons Cycling ??

原⽥ 聡/大井 宏仁/川上 祐太

ハラダ サトシ/オオイ ヒロヒト/カワカミ ユウタ

Ｓ/Ｍ/Ｍ

1084 梅ちゃんず ゆるふわポタリン

関 英彦/⼟屋 宏人/岩⽥ ⻯⼠

セキ ヒデヒコ/ツチヤ ヒロト/イワタ リュウジ

Ｓ/Ｍ/Ｌ

1085 グルグルズ

大門 路人/吉⽥ 卓史/後藤 圭太

オオカド ミチヒト/ヨシダ タカフミ/ゴトウ ケイタ

Ｍ/Ｌ/Ｌ

1086 ちりん会。乙

諏訪 智/林⽥ 悟嗣/内山 友博

スワ サトシ/ハヤシダ サトシ/ウチヤマ トモヒロ

Ｌ/Ｍ/Ｍ

1087 御滝おやじの会

山⼝ 哲哉/鈴木 博之/宇部 亮

ヤマグチ テツヤ/スズキ ヒロユキ/ウベ リョウ

Ｌ/Ｌ/Ｌ

1088 七厘舎 弐組

伊藤 真弘/藤代 俊介/富⽥ 雅也

イトウ マサヒロ/フジシロ シュンスケ/トミタ マサヤ

Ｌ/Ｍ/Ｍ

1089 思い出ロードチーム

岩間 徹/石⽥ 忍/稲垣 亨

イワマ トオル/イシダ シノブ/イナガキ トオル

Ｍ/Ｍ/Ｓ

1090 ふふっひWorks

三枝 豊/加門 秀仁/⻑瀬 直也

サエグサ ユタカ/カモン ヒデト/ナガセ ナオヤ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1091 EsuEfuEichi

福嶌 知聖/菅原 慧人/堀⼝ 貴史

フクシマ チサト/スガワラ ケイト/ホリグチ タカシ

Ｓ/Ｓ/Ｍ

1092 ひひっふWorks

斎藤 剛/斎藤 孟彦/横山 潤一朗

サイトウ ツヨシ/サイトウ ハルヒコ/ヨコヤマ ジュンイチロウ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1093 オル-ホワイト

下⽥ 直/石渡 一⾏/斎藤 裕之

シモダ ナオ/イシワタ カズユキ/サイトウ ヒロユキ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1094 ブル-ガノ

関根 直之/尾島 英寿/和⽥ 恵明

セキネ ナオユキ/オジマ ヒデトシ/ワダ シゲアキ

Ｌ/Ｍ/Ｌ

1095 旧むさこう＋Ｊ

互井 明世/今村 徹/小堀 陽人

タガイ アキヨ/イマムラ トオル/コボリ ハルト

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1096 TeamCRIMSON

松⽥ 光司/大嶽 剛/細井 道彦

マツダ コウジ/オオタケ ツヨシ/ホソイ ミチヒコ

Ｌ/Ｓ/Ｌ

1097 けいき自転⾞部

中江 俊/澤 太次郎/篠原 愛生

ナカエ シュン/サワ タイジロウ/シノハラ ヤスオ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1098 SUNSEED

大庭 嘉久/橋本 和仁/中村 隼人

オオバ ヨシヒサ/ハシモト カズヒト/ナカムラ ハヤト

Ｍ/Ｍ/Ｌ

1099 Nikon Yokosuka

川⼝ 燿/石井 剛之/杉本 悠河

カワグチ ヒカル/イシイ タケシ/スギモト ユウガ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1100 Kwaremont

ヴァンカウテレン 亜瑠能/Van Cauteren Marc/佐藤 駿 ヴァンカウテレン アルノウ/ヴァンカウテレン マルク/サトウ シュン

Ｍ/Ｌ/Ｌ

1101 電材チャリ部Ａ

鈴木 智之/岩谷 益男/⽚岡 俊一

Ｍ/Ｍ/Ｍ

スズキ トモユキ/イワタニ ミツオ/カタオカ シュンイチ

1102 宮野木自転⾞⾛漕会Ｃ

堀⼝ 誠/菅野 心平/杉山 元啓

ホリグチ マコト/カンノ シンペイ/スギヤマ モトヒロ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1103 宮野木自転⾞漕⾛会B

尾高 貴広/隅元 光一/⻄⽥ 暢介

オダカ タカヒロ/スミモト コウイチ/ニシダ ヨウスケ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1104 電材チャリ部-B

安達 康弘/平野 慎太郎/大塚 祐⼆

アダチ ヤスヒロ/ヒラノ シンタロウ/オオツカ ユウジ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1105 MAME CYCLING TEAM

野村 勉/佐野 信章/菅野 勝幸

ノムラ ツトム/サノ ノブアキ/スガノ カツユキ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1106 鴨川ムジナーナ

新津 啓太郎/椎名 康一/平柳 好一

ニイツ ケイタロウ/シイナ コウイチ/ヒラヤナギ コウイチ

Ｍ/Ｍ/Ｓ

1107 斜楽

並木 ⻯⾺/杉山 聡/関⼝ 豪

ナミキ リョウマ/スギヤマ サトシ/セキグチ ゴウ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1108 日本大学理⼯学部Aチーム

佐々木 諒太朗/今村 義道/⾦子 真也

ササキ リョウタロウ/イマムラ ヨシミチ/カネコ シンヤ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1109 メロンパンナーズⅢ

⽵村 恵悟/三須 正/増⽥ 信一

タケムラ ケイゴ/ミス タダシ/マスダ シンイチ

Ｌ/Ｌ/Ｌ

1110 日本大学理⼯学部-F

石井 壮/⽵野 巧人/峯岸 裕太

イシイ ソウ/タケノ タクト/ミネギシ ユウタ

Ｌ/Ｓ/Ｍ

1111 Team bitrate セレソン

平⽥ 真章/三⽥ 舜佑/野村 拓郎

ヒラタ マサアキ/ミタ シュンスケ/ノムラ タクロウ

Ｌ/Ｍ/Ｌ

1112 Cʼs works Aチーム

清⽔ 啓一/⽻鳥 桂吾/⽥中 宏彰

シミズ ケイイチ/ハトリ ケイゴ/タナカ ヒロアキ

Ｌ/Ｌ/Ｌ

1113 チーム オヤジーズ

小笠原 淳/野本 勝司/鶴岡 良平

オガサワラ ジュン/ノモト マサシ/ツルオカ リョウヘイ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1114 Altair Cycling Team

芝崎 誉/小柴 宏一/山下 暢一

シバサキ ホマレ/コシバ コウイチ/ヤマシタ マサカズ

Ｍ/Ｍ/Ｌ

1115 セオサイクル新松⼾

岸上 貴芳/牛嶋 栄次/鷲頭 雄一

キシガミ タカヨシ/ウシジマ エイジ/ワシヅ ユウイチ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1116 I-PEX-RC2

藤原 憲一/⽥中 翔太/高橋 諒

フジワラ ケンイチ/タナカ ショウタ/タカハシ リョウ

Ｌ/Ｌ/Ｍ

1117 NSG N組

小⻄ 泰誠/清原 康一郎/姫野 慶三

コニシ ヤスノブ/キヨハラ コウイチロウ/ヒメノ ケイゾウ

Ｌ/Ｍ/Ｍ

1118 NSG G組

徳⽥ 與雄司/吉濱 亮太/鈴木 達也

トクダ ヨオジ/ヨシハマ リョウタ/スズキ タツヤ

Ｌ/Ｍ/Ｍ

1119 cucina

玉野 能弘/⽚桐 ⽚桐/増山 増山

タマノ ヨシヒロ/カタギリ カタギリ/マスヤマ マスヤマ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1120 バイセオ川⼝D

辻 正史/⻄舘 秀一/有澤 忍

ツジ マサフミ/ニシダテ シュウイチ/アリサワ シノブ

Ｍ/Ｌ/Ｌ

1121 TeamFS

⿊木 翔太/尾形 遼平/北川 京ノ介

クロキ ショウタ/オガタ リョウヘイ/キタガワ キョウノスケ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1122 フラムルージュD／セオ八潮

佐藤 慎也/⻑島 玲児/當眞 嗣敬

サトウ シンヤ/ナガシマ レイジ/トウマ ツグトシ

Ｍ/Ｌ/Ｍ

1123 笠松企画 スピリトーゾ

笠茂 利広/松尾 昭/保科 正義

カサモ トシヒロ/マツオ アキラ/ホシナ マサヨシ

Ｌ/Ｌ/Ｌ

1124 日本大学理⼯学部Gチーム

粕谷 ⻯太/山根 健介/⽔本 達也

カスヤ リュウタ/ヤマネ ケンスケ/ミズモト タツヤ

Ｍ/Ｌ/Ｌ

1125 アラトモチームD

木下 深一朗/室山 直樹/森 将大

キノシタ シンイチロウ/ムロヤマ ナオキ/モリ マサヒロ

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1126 SITCC_1

須藤 正照/⻄澤 忠司/清⽔ 隆教/⽥中 俊太郎

スドウ キミアキ/ニシザワ タダシ/シミズ タカノリ/タナカ シュンタロウ

Ｌ/Ｌ/Ｓ/Ｌ

1127 七厘舎 壱組

篠木 重高/友坂 昌宏/澤⽥ 諭/早川 浩一

シノキ シゲタカ/トモサカ マサヒロ/サワダ サトシ/ハヤカワ コウイチ

Ｌ/Ｓ/Ｓ/Ｌ

1128 ちりん会。チーム丙

⻑山 謙一/山⼝ 晃裕/永山 翔大/綿貫 幸夫

ナガヤマ ケンイチ/ヤマグチ アキヒロ/ナガヤマ ショウタ/ワタヌキ ユキオ Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｌ

1129 studio LABO

阿久井 拓樹/阿久井 康平/斎藤 淳史/山本 丈晃

アクイ ヒロキ/アクイ コウヘイ/サイトウ アツシ/ヤマモト タケアキ

Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1130 まちさがBチーム

住友 嘉樹/齋藤 峻介/河野 和哉/⽥村 慎平

スミトモ ヨシキ/サイトウ シュンスケ/カワノ カズヤ/タムラ シンペイ

Ｓ/Ｓ/Ｌ/Ｌ

1131 Team SEMITEC

布施 武⼠/櫻井 武樹/佐藤 芳仁/佐藤 隆之介

フセ タケシ/サクライ タケキ/サトウ ヨシヒト/サトウ リュウノスケ

Ｌ/Ｌ/Ｍ/Ｍ

1132 いちゼミサイクル部

佐藤 佑介/⽥中 邦治/岡本 圭太/東島 健太

サトウ ユウスケ/タナカ クニハル/オカモト ケイタ/ヒガシジマ ケンタ

Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｍ

1133 六崎JAPAN

松沢 賢司/六崎 俊太郎/小林 央一/高橋 雄大

マツザワ ケンジ/ムツザキ シュンタロウ/コバヤシ ヒロト/タカハシ ユウダイ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1134 はにゃーん

垣生 彬/池 侑樹/加藤 洋平/⻘木 隆幸

ハブ アキラ/イケ ユウキ/カトウ ヨウヘイ/アオキ タカユキ

Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1135 CAC チームM

小山⽥ 優/佐藤 忠禎/瀬宮 利夫/加川 幸治

オヤマダ マサル/サトウ タダヨシ/セミヤ トシオ/カガワ コウジ

Ｌ/Ｍ/Ｌ/Ｍ

1136 日本大学理⼯学部Ｂチーム

大谷 祐樹/佐藤 俊平/瀬川 大貴/中村 正基

オオタニ ユウキ/サトウ シュンペイ/セガワ ダイキ/ナカムラ マサキ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｌ

1137 日本大学理⼯学部Cチーム

出牛 貴任/野中 大郁/高橋 昇平/石井 悠太

デウシ タカトウ/ノナカ ヒロフミ/タカハシ ショウヘイ/イシイ ユウタ

Ｍ/Ｍ/Ｌ/Ｌ

1138 洒楽

石岡 一/蝦名 計/山川 宗一郎/武本 祐樹

イシオカ カズ/エビナ ケイ/ヤマカワ ソウイチロウ/タケモト ユウキ

Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1139 JAT 自転⾞競技部

上⽥ 次郎/高橋 良平/⽥所 慶一郎/姫井 直之

カンダ ジロウ/タカハシ リョウヘイ/タドコロ ケイイチロウ/ヒメイ ナオユキ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｓ

1140 一兵卒

村山 太朗/眞鍋 勝⺒/石山 智也/深谷 篤

ムラヤマ タロウ/マナベ カツミ/イシヤマ トモヤ/フカヤ アツシ

Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1141 Team bitrate アズーリ

⿇生 真木夫/鈴木 聡明/横⼟ 耕平/小島 拓

アソウ マキオ/スズキ トシアキ/ヨコド コウヘイ/コジマ タク

Ｌ/Ｍ/Ｌ/Ｍ

1142 菱風会・MELSEC野郎

⼟井 啓/瀬川 祐太/宇野 拓/大沼 晶

ドイ ケイ/セガワ ユウタ/ウノ タクヤ/オオヌマ アキラ

Ｍ/Ｌ/Ｓ/Ｍ

1143 こづやんは拳で抵抗するで。

新村 俊弥/⽵内 上総/橋本 隆平/小堤 章汰

ニイムラ シュンヤ/タケウチ カズサ/ハシモト リュウヘイ/コヅツミ ショウタ Ｍ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1144 C'z works Bチーム

鈴木 洋⽂/渡辺 久利/小野寺 知孝/清澤 翔悟

スズキ ヒロフミ/ワタナベ ヒサトシ/オノデラ トモタカ/キヨサワ ショウゴ Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

1145 菱風FRQROL野郎

内⽥ 豪/辻 康一/稲益 宗知/大瀬 崇公

ウチダ ゴウ/ツジ コウイチ/イナマス ムネカズ/オオセ タカノリ

Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1146 G.S.D

平嶋 哲史/志賀 勁太/岡部 雄一/小林 史弥

ヒラシマ サトシ/シガ ケイタ/オカベ ユウイチ/コバヤシ フミヤ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1147 D.N.L

森⽥ 圭太郎/大谷 凌太/梅⽥ 和也/江⼝ 恒喜

モリタ ケイタロウ/オオタニ リョウタ/ウメダ カズヤ/エグチ コウキ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1148 SCSKCC

房野 友樹/⾚岩 政彦/福島 大/本間 大暉

フサノ トモキ/アカイワ マサヒコ/フクシマ ダイ/ホンマ タイキ

Ｍ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1149 THCR

五十嵐 淳/塩⽥ 隆一/榎本 拓哉/原⽥ 良太

イガラシ アツシ/シオタ リュウイチ/エノモト タクヤ/ハラダ リョウタ

Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｓ
Ｍ/Ｍ/Ｌ/Ｍ

1150 PanRacing

大森 孝昭/大野 則明/韮澤 翔/小川 峻央

オオモリ タカアキ/オオノ ノリアキ/ニラサワ ショウ/オガワ タカヒロ

1151 菱風会エレ・ナビ野郎

山下 賢仁/松本 龍太郎/⾦沢 智史/鈴木 智彦

ヤマシタ ヨシヒト/マツモト リュウタロウ/カナザワ サトシ/スズキ トモヒコ Ｌ/Ｌ/Ｍ/Ｌ

1152 TeamSEO辨天

松⾒ 明彦/⻲井 雪矢/高久 祐⼆/堀内 譲太郎

マツミ アキヒコ/カメイ ユキヤ/タカク ユウジ/ホリウチ ジョウタロウ

1153 野⽥クリートハイカーズ

村松 由章/星野 仙尊/柳澤 一博/加納 尚樹

ムラマツ ヨシアキ/ホシノ ノリタカ/ヤナギサワ カズヒロ/カノウ ナオキ Ｌ/Ｍ/Ｍ/Ｍ

1154 日本大学理⼯学部Dチーム

山⼝ 和真/飯沼 巧/⻄川 歩

ヤマグチ カズマ/イイヌマ タクミ/ニシカワ アユム

Ｍ/Ｍ/Ｍ

1155 Notta4612

野⼝ 泰/野⼝ 真亜瑠

ノグチ ヤスシ/ノグチ マアル

Ｌ/Ｓ

1156 BriOri

四十万 浩康/大江 徹也

シジマ ヒロヤス/オオエ テツヤ

Ｌ/Ｌ

Ｌ/Ｌ/Ｌ/Ｌ

