
■ 5時間の部　男子・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

5001 赤黒ゴトラタン 黒岩　真也 伊藤　唯史
5002 AZR Team A 岡澤　俊吾 幅　聖矢
5003 AZR team B 鈴木　祥太 宮下　恭宜
5004 OVER☆HEAT 後藤　政実 東條　執平
5005 カゴガク 濱本　康二 花田　健二
5006 きよみんＣＣ甲 下島　正裕 渡邉　渉太郎
5007 SiemensK2 相磯　寛二 新野　耕司 企業対抗の部
5008 Siemens Degital Enterprise 羽原　功二 秋葉　穂隆 企業対抗の部

5009 大腿筋膜張筋 松塚　智史 松塚　洋史
5010 チームH 萩原　サトシ 津久井　リョーマ

5011 東栄住宅自転車部 太田　幸臣 本田　修久 企業対抗の部
5012 ビールの会 尾田　晃太郎 奥田　光顕
5013 ふくらはぎフトシ君 佐藤　光 江口　大聖
5014 ミルブー自転車部 佐藤　秀彦 幾嶋　佑二
5015 Rings VENUS 名渕　康平 酒井　孝幸
5016 赤石サイクル ｔeam Y 横室　啓太 閑野　伸之 鈴木　健一
5017 赤石サイクルfeat.キャプテン大嶋 大嶋　則之 赤石　明仁 吉井　哲朗
5018 旨味成分豊富な男たち 石井　龍矢 猿田　知伸 石田　せいじ
5019 OI-KING 中澤　健治 矢崎　裕介 河村　颯太
5020 ☆★さかもりたけたに★☆ 森田　充 坂本　岳 竹谷　好広
5021 車載 入倉　大 江沢　一希 岩本　真歩
5022 スーパーフード 渡邉　裕之 松本　宏之 次田　一彦
5023 Splash! 中澤　圭佑 三浦　弘雅 堀川　潤
5024 チーム 荒豊 末吉　康広 國房　裕馬 林　洋秀
5025 team ONIちゃん 長沼　俊幸 伊藤　伸昭 落合　茂
5026 長久寺自転車部Ａ 友光　桂介 井桁　宗明 諏訪　雅俊
5027 長久寺自転車部C 齊藤　勝茂 矢口　直幸 佐々木　達也
5028 Twinドラちゃん1号 及川　明 伊藤　英夫 須川　健一
5029 ツブラーゼ秩父支部 出浦　良則 大浜　雅宏 増山　景 黒澤　涼太
5030 バーニングファイヤー 紀陸　貴史 勝田　崇 濱野　賢治
5031 Burning Bomber(笑) 石川　智幸 浅見　和博 庄司　拓哉
5032 マルコパンターニにはなれないけれど 川崎　隼輔 小久保　秀俊 東　勝哉
5033 40手前 伊勢　雄介 前多　信之介 梅木　正人 企業対抗の部
5034 ライオンフーヅちゃり部 遠藤　淳史 小沢　真 塚口　昌彦
5035 ラバノア50's 宮崎　勝弘 高岸　暁生 草野　仁志
5036 立正大＆東京電大 松尾　優作 金　希匡 高橋　知士
5037 立正大学サイクリング同好会 高橋　徹 松本　愛樹 田仲　将大
5038 RINGS Tinkon 井上　雅至 柴崎　等 大野　暁
5039 Rings 千葉支部with T 松沢　賢司 小林　央一 松崎　智己
5040 RINGSとキイロイトリに桜舞う 田村　裕貴 坂本　貴志
5041 アライジャパンレーシング 日下部　大輔 新井　望 佐山　広晃 内山　拓
5042 NSCC 川上　真吾 小野　將 山田　正則 角田　亮
5043 (株)佐鳥自転車競技部 関口　健二 関口　風人 鈴木　俊男 大嶋　正直
5044 チーム・スカイフライ 久保　敦 菅野　淳夫 石井　紀昭 飯田　光一
5045 チーム自転車操業2 花ヶ崎　倫成 松尾　泰寛 吉江　政紀 岡田　征高
5046 Team ZENRIN 青木　佳真 都丸　優樹 中村　裕也 金石　翔吾 企業対抗の部
5047 チームてんのすけ 小山　博史 小松　豊 藤崎　智広 石川　裕士
5048 チームパインドア 細野　邦雄 森　擁雄 小島　一俊 和田　裕介
5049 チームポリグチB 松山　聡一郎 大山　直人 藤本　修 安田　浩大
5050 Destino 堤　康之 佐々木　哲 鳴神　智 日坂　弥
5051 デンジャラスペダル　金 高橋　隆行 佐々木　義憲 金久保　諒三 金田　宣治
5052 デンジャラスペダル　銀 小山　友樹 大塚　元滋 石川　創一 新網　拓也
5053 HATO SUN with U4 牛窪　良光 清水　一路 黒川　智幸 金子　英一
5054 RINGS チームHLR 金井　健悟 加藤　裕希 中村　哲雄 柴崎　良
5055 RINGS　team-5th　D.I.K. 高澤　英二朗 石澤　豊 大矢　吉仁 中島　隆朗
5056 Endress+Hauser 自転車部 小林　達明 畦地　真 吾妻　佑樹 細田　雅裕 村上　駿平 企業対抗の部
5057 ORAチャリ部 苅部　直人 須永　光宏 小宮　盛男 富永　誠 石田　勇人
5058 チーム奈良 中島　康利 樋口　秀一 風間　康弘 片桐　且敬 中島　寛文
5059 ◎P.L.E◎ 金城　秀樹 井出　匠 嶋田　卓 曽我　啓一郎 鹿島　裕生
5060 蛙の子は蛙 辻　隆信 紺野　美王 嶋田　孝雄　 堀江　慎二郎 森村　直樹 飯田　高裕
5061 CK Athlete works 栗原　圭一郎 神田　好章 榎本　祥 松嶋　新治 木村　敏明 山崎　貴之
5062 チームintel@ir 大平　準一 平　秀紀 金子　晏悠 濱下　晃一 山本　昌裕 高倉　智幸
5063 Tokyo Escargot! Team KEITA 岸山　道善 山崎　英臣 横尾　孝之 込谷　優一郎 飛田　和彦 栗原　啓太
5064 SRC 堀口　雅信 永島　優作
5065 sunshine 竹野谷　太一 小林　政博 蓮見　大聖 鈴木　大成 印南　和幸
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■ 5時間の部　男子・車種自由
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

5201 plus land 加地　正 加地　厚
5202 GandH(チーム01) 新國　禎智 高倉　義弘 大関　修
5203 GandH(チーム02) 横山　裕樹 山野井　紀普 池谷　良徳
5204 NtS Racing 本嶋　宗泰 工藤　大地 齊藤　墾
5205 KAJIレーシング 岩館　徹 梶川　朗 北岸　郁雄
5206 チームNIZEKI 加藤　秀明 新関　和彦 斉藤　一秋
5207 東栄住宅自転車部B 名倉　潤 上平　裕之 梅木　壱将 企業対抗の部
5208 TEAM　JEOL　FS 土方　康郎 須田　聡 荒田　義貴 嶋崎　博亮
5209 チーム機械屋さん 白子　一章 森本　亘 長田　正 松尾　龍生
5210 チームへたれ 佐藤　敬太 田中　清貴 金子　博 竹差　大騎
5211 happy-go-lucky① 杉澤　肇 細井　和也 福岡　一成 柳澤　英毅
5212 happy-go-lucky② 石川　学 川田　直哉 関根　亮 増田　陽一
5213 happy-go-lucky③ 本間　健史 一ノ瀬　元章 渡辺　信明 根岸　剛
5214 ACTY 荒川　拓也 菅原　一徳 奥平　健太郎 永井　克久 石川　祐樹
5215 WUG！Racing 小澤　徹也 宮崎　太一郎 佐川　矩明 浅野　慎一 堀江　龍雄
5216 熊谷西小親父倶楽部 藤井　一久 岸澤　良則 関口　宗治 村上　正法 稲村　和弘 小渕　敬利 企業対抗の部
5217 SteelWheels 荻野　義章 白川　昭仁 加藤　裕一 内田　博行 橋本　健司 大塚　徹夫
5218 Tokyo Escargot! Team SAKATA 蔵谷　哲朗 福井　明 早船　誠 阿部　正和 村上　久三夫 横田　学

■ 5時間の部　男女混成・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

5301 チーム 荒ホーム 照沼　松夫 本橋　真也子
5303 Ritz Cycle Racing 根本　正和 根本　静 企業対抗の部
5304 お好きに大丈夫 中村　洋輔 渡邉　千里 田村　友一
5305 きよみんＣＣ乙 宮　ゆい 木村　賢太郎 高橋　真
5306 長久寺自転車部B 中山　大輔 諏訪　小百合 山本　雄大
5307 Twinドラちゃん MIX 鈴木　久稔 富澤　光夫 及川　裕子
5308 チームナカノ 勅使瓦　有紀 古川　菜々 板倉　学
5309 IMEレーシングＡ 小川　剛司 橋本　義正 酒井　浩一 手塚　悦子
5310 IMEレーシングＢ 清水　智彦 小田切　陽子 藤田　雄大 牧野　和歩
5311 チーム自転車操業１ 金井　健一郎 松原　克暁 桜井　智 近藤　浩美
5312 チームポリグチ 内藤　将文 坂上　真 沖崎　梨絵 萬國谷　忠
5313 TMGレーシング 牧野　高紘 佐藤　真一郎 杉本　昌大 平野　貴美
5314 足軽エンペラー 高橋　祐樹 高橋　菜重子 國府田　淳詞 時山　拓也 川田　達
5315 須賀工業 Tokyo Escargot! α 山崎　千夏 進藤　和弘 宮崎　大輔 栗原　正樹 武部　克洋
5316 Tokyo Escargot! 岩渕倶楽部 岩渕　由美 齋藤　傑史 藤澤　諒 瀧口　和樹 渡辺　稔記
5317 Tokyo Escargot! Team rain 雨宮　朋之 雨宮　芳樹 雨宮　隆 雨宮　きよみ ペッテリ　ケットゥネン

5318 DRY'S 濱野　裕明子 濱野　幸次郎 根本　亮治 星　大樹 酒井　寛幸
5319 ニャオざねレディース＋3匹のおっさん 清水　隆範 山本　希 植田　美香 西堀　主 佐藤　聡
5320 Bongle 松浦　大輔 松浦　真奈美 門馬　史典 西村　尚志 林　督人

■ 5時間の部　男女混成・車種自由
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

5401 みさかレーシング 伊井　賢一 依田　治 綿貫　通穂 ショップ対抗の部

5402 暗黒技研B 鈴木　敦 加瀬　孝幸 沖園　雄一 泉井　素成 谷川　薫
5403 クマ型自転車競技部 釘宮　誠 神尾　深 丸山　大喜 兎澤　陽子 磯田　秀利

■ 5時間の部　ロード以外
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

5501 暗黒技研A 早川　泰弘 安田　顕 鈴木　惠千代

■ 3時間の部　男子・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3001 E-VAX PROVA with VAX SAYAMA 飯嶌　浩平 仲　大介
3002 兎の親子 森川　利幸 森川　真介
3003 NPS走行会 樋口　和尚 小倉　正崇
3004 MRT 14 丸水　功太 田中　琢也
3005 MRT 23 大柳　敏男 福田　尚弥
3006 OVER☆HEAT 岩澤　和成 内藤　楓貴
3007 おやじツブラーゼ 濱田　浩孝 木村　博志
3008 かねこれーしんぐ　ＭＡＸ 浜島　章浩 津留　規彰 企業対抗の部
3009 (株)鳥羽洋行 曽根　和大 長面川　彰太 企業対抗の部

3010 北里大学ロードバイク部(自称) 川之辺　淳 石橋　尚人
3011 打倒 北里大学ロードバイク部(自称) 嘉戸　俊太 荒川　剛史
3012 CLIMB MAX A 東田　優吾 稲田　道人
3013 CLIMB MAX B 中沢　洋登 村上　大介
3014 群馬自転車部 高橋　英文 榎本　達也
3015 ゴーゴー二人旅 森谷　良平 森　優希
3016 Collina Z 國樹　克也 安馬　裕典
3018 CWR25 荒井　克巳 山本　大輔



■ 3時間の部　男子・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3019 聖グロプラウダ連合 石井　壮 田沼　遼
3020 全力★ギラギラボーイズ 黒崎　大輔 酒井　和彦
3021 TEAM TARMAC 平田　仁 川野　正一郎 企業対抗の部

3022 Team HFR 大内　諒 有家　啓太
3023 チーム鬼兄貴 川地　晃治 蒔苗　準也
3024 チームガチ男 川久保　大海 池山　直樹
3025 チームShimz　A 松本　俊司 吉田　茂幸 企業対抗の部
3026 チームShimz B 高橋　徹 吉田　卓司 企業対抗の部
3027 チームSUZAKI 加藤　浩一 西川　瑞樹
3028 チームBOSCH　 山下　幸夫 佐藤　憲正 企業対抗の部
3029 チーム409β 山田　義和 橋本　裕
3030 チーム409α 関本　啓介 新坂　貴
3031 つるつるレーシング 峯岸　勇太 山崎　友輝
3032 熱波チャンプ 岩佐　哲朗 蒔田　要
3033 ノロッサ 高橋　健太 大見川　義則 ショップ対抗の部

3034 HMD 野澤　亮太 廣瀬　篤
3035 ボッシュ大澤家 大澤　陽一郎 大澤　真吾 企業対抗の部
3036 みずいろクローバーZ 町田　進 神尾　祐治
3037 UACJ Racing 桜井　康裕 大澤　忠文
3038 ASHITNA! 今井　誠也 田中　康太 加部　悠介
3039 あずにゃんサイクル 松本　純 秋山　勇樹 山口　祐司
3040 頂あんびA 佐藤　剛 研谷　直樹 髙橋　由多
3041 頂あんび22 黒澤　大 岩本　大志 石川　直弥
3042 かねこれーしんぐLIGHT 細谷　誠 奈良　周一郎 千野　普弘 ショップ対抗の部

3043 CLIMB MAX C 田中　耕栄 木村　佑 吉澤　義明
3044 K-NEXT teamS 加藤　章二 岡田　和也 吉奥　祐介
3045 K-NEXT teamT 松本　武史 丸山　桂右 木村　友貴
3046 K-NEXT teamU 宇野　康秀 和田　英明 澤尻　剣士
3047 国府台自転車部 齊藤　慧 羽成　敏之 岩渕　一馬
3048 collina Z  MS探検隊 池田　進 梶山　裕次郎 中原　洋一
3049 SAI 松尾　伸也 山下　雄也 新井　隆之
3050 サイクルワークスオオタキ 小貝　晃功 田部井　敬 吉田　智久
3051 シート職人組合 細見　貴之 尾原　慧 北仲　史門
3052 谷澤塾  千葉支部 今村　大介 佐藤　英明 齊藤　晴彦
3053 谷澤塾東京支部 角谷　貴人 佐藤　和哉 谷澤　一伸
3054 team IRD 野崎　丈弘 津藤　靖幸 矢崎　貴之
3055 チームΔ 佐野　竜也 関口　祐介 森田　崇文 企業対抗の部

3056 チームHNY 大橋　明 藤倉　悟 鈴木　浩之
3057 TEAM409KZ 新井　雅典 新井　佳典 久保田　直幸
3058 Tourbillon 小林　司 増田　遥輔 勝連　慎悟
3059 東洋アルミ 田中　大貴 田中　大地 宮嶋　啓一
3060 とらバー3点 古賀　光 千葉　学 内野　裕樹
3061 VAX　SAYAMA　チーム鉄 松永　英二 高見　済仁　 小泉　光次
3062 VAX SAYAMA TEAM RAPID 新井　清久 木村　透 中林　良介
3063 BICI CERCATORE 梅津　亮 梅津　祐希 黒木　信吾
3064 へるマート5ｍｍ 佐藤　洸樹 髙野　允人 丸山　紘一
3065 山下ゴムポタリングチーム 市川　謙吾 矢野　健太郎 大水　順一 企業対抗の部

3066 ロマンチックスA 大久保　武士 栗田　和聡 徳永　涼太
3067 ロマンチックスB 小池　喬 菊池　真誠 図師　祐斗
3068 アクアレーシング 宮崎　暢也 山本　直樹 高原　一也 野村　拓也
3069 SJCL 伊藤　風起 加藤　勝大 長谷部　裕之 石川　一人 企業対抗の部
3070 埼西自転車 Galletto　チームＡ 松本　健 小林　謙一 浜田　康生 戸田　昌良
3071 十輪會 中川　朋彦 小島　隼 杉下　文哉 永島　祐太
3072 JOYN 堀越　操 佐藤　昇 村山　正 竹澤　淳
3073 チーム翔奏 伊藤　寿範 高橋　良太 高野　優也 根本　大地
3074 ☆チームチョロ 奥村　仁 高橋　弘 福沢　篤充 渡瀬　亮平
3075 チーム発電エンジョイ班 及川　智 末吉　豊 上原　良介 永田　勝哉
3076 VW前橋天川・桐生アタック 清水　一人 塚越　雅之 細谷　憲佑 高橋　誠 企業対抗の部
3077 プリプリプリズナーズ 川島　誠 小林　長 若田部　純一 岡本　泰典
3078 変態ペダル 井野　晃良 米山　要 川端　秀和 八幡　浩司
3079 夢追人れーしんぐwithコスギ 森　隼斗 荻野　改希 榊田　真誉 小杉　直也
3080 men'sMARYS 柴崎　厚 高柳　勝 大藤　将人 小泉　壮隆 ショップ対抗の部

3081 Moチャリ 1 水落　竜也 岩澤　友樹 斗南　颯太 中村　竜斗
3082 Moチャリ 2 澁谷　遥空 山之内　鷹 三川　翼 小峯　淳一
3083 Moチャリ 3 佐藤　元紀 佐藤　洸基 鈴木　勝斗 岡田　大喜
3084 横浜平坦倶楽部 坂手　亮介 鈴木　辰徳 五郎丸　翔平 白石　享 企業対抗の部

3085 リンテック自転車部A 荒井　善男 田村　聡昭 吉武　翼 柳本　海佐 企業対抗の部

3086 リンテック自転車部Bチーム 加藤　大貴 吉田　貴紀 指出　直輝 金井　道生 企業対抗の部
3087 REDWING 田部井　寛和 田部井　伯幸 齋藤　正一 齊藤　卓也
3088 ROテムズ 辻田　智輝 織田　良太 霞　新一 佐藤　勇樹 矢島　広久



■ 3時間の部　男子・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3089 turbines 甲斐　寿憲 豊田　浩也 渡邊　彰久 横山　秀輔 池田　邦生
3090 ハイケイデンスぱんだ 小林　和広 春好　辰則 太田　量大 山上　功一郎 平岡　孝太
3091 ハレンチ学園 新井　努 杉浦　裕二 井桁　稔夫 清水　皓介 小林　貴幸
3092 PEAKY's 戸ヶ崎　正幸 熊坂　義明 木塚　茂夫 名古屋　厚治 村上　明功
3093 ｸﾞﾝｼﾞ 新山　大輔 秋葉　昭智
3094 teamﾏｾﾓｯﾃｨ 山之内　壮真 植草　海斗 間瀬　匠 小林　昂心 中村　元紀

■ 3時間の部　男子・車種自由
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3201 Spade3 小倉　史郎 中山　章三
3202 Darkest Hours 堤　将則 柴崎　章
3203 頂あんび28.6 鈴木　秀輔 井崎　翔太 金坂　佑弥
3204 URAWA　CC＋CF　UNITED 吉村　充広 森永　健一 吉村　将
3205 Croce Rossa Fukaya A 小松　知治 飯島　秀信 渡辺　翔也
3206 チームCI 赤堀　勝義 石上　直哉 狩森　敏邦
3207 チームしげちゃん 田村　重成 田村　友裕 加賀美　公一
3208 東洋アルミＢ 小林　俊隆 片桐　征典 渡辺　健一
3209 Initial K 山上　恵樹 加藤　勉 斉藤　寛貴 釈尾　仁
3210 ClubPK腐男子 津田　和久 吉田　直樹 女池　俊介 川内　貞政 ショップ対抗の部

3211 Team Sfida　B 吉田　直樹 徳田　道広 吉井　圭輔 千木良　亮 企業対抗の部

3212 チーム発電 大島　日出夫 小野　康彦 斎藤　仁志 返町　祐太郎
3213 ClubPKｼﾞｪﾝﾄﾙﾒﾝ 白熊　宏一 矢崎　裕章 粟根　淳 上西　和彦 佐藤　雅紀 ショップ対抗の部

3214 Team　Sfida　A 関　祐司 大河原　和久 齋藤　伸治 鈴木　航 岩井　智朗 企業対抗の部
3215 東大天文センター自転車部 高橋　英則 大澤　亮 内山　允史 大澤　健太郎 山口　正輝

■ 3時間の部　男女混成・ロード
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3301 1100bar 平野　隆司 平野　美穂
3302 チーム まーとんす 藤田　英恵 藤田　祐紀
3303 TEAM GIRO 岡本　秀明 岡本　由希
3304 かねこれーしんぐ　ＭＩＸ 鳥屋部　樹 村松　早苗 関口　渉 ショップ対抗の部

3305 小江戸Ｓｏｔｔｏ 工藤　英彦 矢島　竜一 栗原　春湖 ショップ対抗の部

3306 Team Florida 矢嶋　洋行 矢嶋　亮子 兼増　圭一
3307 てくてく 天野　光司 久保　達郎 須藤　恵美 企業対抗の部

3308 てくてく 天野　裕行 戸張　俊 櫻澤　ひとみ 企業対抗の部
3309 noritaka racing 小池　和紀 中澤　隆行 石川　美帆
3310 lions  et  pink 入澤　俊彦 スティーブンソン　ケイト 元田　ちさと
3311 Re:vero 宗像　亜矢子 宗像　洋輝 木村　容子
3312 Re:vero 米澤　弘明 巻島　高秀 高津戸　由香
3313 Re:vero 中村　隆 中村　玲子 加藤　英一
3314 CFSS 文川　大輔 鈴木　秀明 園部　有美 徳田　悠起
3315 JESC-BIKE 渡部　嘉幸 大前　知枝 阿部　竜一 山村　直嗣
3316 埼西自転車 Galletto　チームＢ 大野　正美 大川　昌信 安藤　勝教 小野寺　千草 石塚　誠
3317 MARYS 柴崎　真由美 新井原　理恵 大藤　さくら 小泉　綾子 関　由希恵 ショップ対抗の部

3318 熱盛！ 渡辺　太河 生駒　拓巳 田中　舜 鈴木　奈々子 滝沢　登羽 毛塚　雄太郎
3319 TEAM  SRSG 尾池　正典 新井　直樹 堤　由美子 田口　泰平 川井　大輔 井所　拓哉
3320 POCCALLINI 井上　亮太 宇佐美　潤 並木　政人 青柳　潤 坂本　由美子 北村　康弘
3321 柴犬＆roadies 吉村　健央 吉村　亜紀子
3322 harada family 原田　友和 原田　澄子

■ 3時間の部　男女混成・車種自由
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3401 とれらば！ 中村　勝彦 中村　佐季子
3402 abis 柴　隆宏 柴　ナナ 柴　嘉亮
3403 ＢＢＱ 寺澤　侑哉 寺澤　陽子 田中　はるか
3404 ＢＭ争いですが何か？ 安達　正俊 山口　史幸 新藤　香
3405 網代橋自転車倶楽部 高橋　隆一 池田　一盛 久保田　仁 石井　香苗
3406 網代橋自転車倶楽部 栗原　慶子 松木　利史 山田　剛 金子　司郎
3407 オ・イナリーズ 三浦　大志 大房　治 小野澤　将太 築田　梓
3408 Croce Rossa Fukaya B 阿部　健一郎 阿部　美智子 石川　良樹 稲山　拓司
3409 彩の国JEC尺八学園 小野田　隆弘 藤原　翔太 内田　治 大河原　薫 企業対抗の部
3410 Super Ultra Victory 久保田　豊臣 渡邊　悠聖 岩崎　佑紀 岩崎　可南
3411 ポタとも 野村　敏礼 荒井　敬介 古味　祥吾 玉木　歩
3412 彩の国JECあわび組 諏訪　邦彦 中川　清恵 加藤　宏隆 庄子　駿作 西田　徳康 企業対抗の部

3413 彩の国JEC　亀頭塾 大河原　友行 儘田　直幸 伊藤　裕一 山川　雅都 眞壁　千佳 企業対抗の部
3414 彩の国JEC松茸天国 齋藤　栄 齋藤　真弓 冨田　敬一 鹿山　晃志 松本　剛明 企業対抗の部
3415 まったりライドｋｉｄ 山口　徳文 齊藤　由香 山中　伊織 田村　正 桜井　利宏
3416 MENUMA's 善元　晋太郎 善元　茂次 善元　温子 善元　祥次郎 善元　萌子

■ 3時間の部　ロード以外
No. チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 メンバー6 特別表彰

3501 赤い三連星 助重　雅久 黒川　恒義 長谷川　誠志
3502 赤い酔星ドッペラー 樺沢　正利 百溪　友一 荒井　康充 小林　俊慶
3503 RIDZドッペラー 野口　聡 吉田　裕之 長嶋　毅 梶縄　一成 高木　宏明



■ 2時間の部　男子・ソロ
No. チーム名 走者 No. チーム名 走者

2001 青柳　尚希 2072 ヒマワリ Racing Team 松井　聖
2002 KUMASHU CYCLING TEAM 秋篠　正幸 2073 松尾　昌弥
2003 阿部　信明 2074 NSS Racing 松尾　良次
2004 安藤　啓一郎 2075 チーム松崎製麺工場 松崎　克己
2005 伊藤　雅史 2076 松本　成輔
2006 伊藤　諒 2077 日野自動車新田自転車部 三浦　茂美
2007 ルミナ 植田　徹 2078 水口　達士
2008 YTRS 内田　泰弘 2079 宮北　和幸
2009 3K 内谷　悦久 2080 宮本　延明
2010 team九 遠藤　仁 2081 Tungaloy Finance 武藤　順也
2011 大寺　美貴夫 2082 そあるーざー 村上　思郎
2012 BBR 大野　努 2083 3K 村田　裕康
2013 小川　靖夫 2084 チームKYU 毛利　文昭
2014 CyPEC 奥山　治 2085 シクロクラブ 望月　昇
2015 そあるーざー 小田部　達也 2086 team ぼくはん Hi:BARD 守本　知之
2016 CPC racing 小田原　学 2087 山田　英夫
2017 FTP300W 海藤　拓也 2088 Divertire 湯本　剛史
2018 チームRINGS K 勝又　康夫 2089 山下ゴム　彩北練 吉田　勝彦
2019 金井　久光 2090 Team 黒い三連星 吉田　健
2020 ReVelo 蒲谷　航 2091 米倉　文也
2021 名岐ベンド 亀山　隆志 2092 渡辺　圭太
2023 川島　稔尋 2093 3K 渡辺　修一
2024 team九 河田　邦広 2094 渡辺　庸久
2025 菊地　俊之 2095 渡部　博之
2026 菊地　秀人
2027 北岡　大輔 ■ 2時間の部　女子・ソロ
2028 日野新田自転車部 栗林　文人 No. チーム名 走者
2029 黒澤軍団×OVER★HEAT 黒澤　力 2201 木村　真理
2030 小金澤　嘉 2202 白崎　芙美子
2031 小高　セツコ 2203 GUNMA ROAD BIKE OPERATION 土屋　ひさぎ
2032 小林　敬倫 2204 GRBO 松本　恵
2033 そろもざいく #mosaicle 近藤　知明
2034 東栄住宅自転車部 齋藤　竜二 ■ 2時間の部　ミニベロ
2035 ぼくはん 堺　直樹 No. チーム名 走者
2036 GRBO 坂井　勝利 2301 Choku魔改工房 大沼　哲也
2037 Yahoo! JAPAN Cycle Racing Team 作本　敏治 2302 ダブルNEOソフト 木村　寿年
2038 ヒマワリ Racing Team 櫻庭　啓 2303 ミニベロレイトレース 桑原　健輔
2039 いちご坂中学校柔道部 佐々木　亮一
2040 team ReVelo 佐藤　史明
2041 おやじツブラーゼ 清水　雅人
2042 アストロ 小路口　宏
2043 セマスレーシング新松戸 正田　年仁
2044 ヤフー自転車競技部 白石　陽介
2045 相馬　一裕
2046 SMS自転車競技部 曽田　篤
2047 マリアローザ 高田　昭
2048 高橋　錠之
2049 みさかレーシング 高橋　力
2050 高橋　徹
2051 高屋敷　崇
2052 瀧澤　俊人
2053 田中　憲太
2054 玉虫　清孝
2055 チームChoro 銚子　周一郎
2056 群馬自転車部GRBO 土屋　竜也
2057 豊田　大輔
2058 ReVelo 永井　克幸
2059 ヒマワリ Racing Team 永田　晋一郎
2060 TTR 中山　義勝
2061 西浦　謙吾
2062 西岡　純治
2063 ヒマワリ Racing Team 西川　達也
2064 team ぼくはん Hi:BARD 西村　和史
2065 西村　健太郎
2066 西村　信一
2067 橋本　雄大
2068 濱田　勝和
2069 多摩湖CRT 原　修二
2070 GRBO 星野　裕大
2071 牧山　努



■ 2時間の部　男子・ペア
No. チーム名 メンバー1 メンバー2

2401 アンリさんチーム 渡邉　杏理 竹間　圭冴
2402 Greeen Lights 佐藤　浩行 佐藤　彰馬
2403 CBA-ビギナーズ 荒木　忠雄 片山　浩平
2404 jaypop 磯崎　優人 浅野　博則
2405 住友電工自転車倶楽部  横浜 瀧口　治仁 荒川　敬
2406 住友電工自転車倶楽部  横浜 佐々木　幸一 加藤　滋
2407 セマスR新松戸 石井　環樹 鷲頭　雄一
2408 SEMAS 新松戸 畑家　智広 矢萩　雅之
2409 semas新松戸 岸上　貴芳 柏木　貞保
2410 SEMAS新松戸50's 箱田　晃一 浅野　務
2411 チームSE 石黒　剛 鷲見　涼
2412 Team ORCO 篠原　輝 高橋　祐太朗
2413 team T.N 中内　久士 長島　友教
2414 チームT田 寺田　慎一 西山　洋生
2415 チーム土佐犬 羽賀　完太 吉田　空斗
2416 チーム飛田 飛田　浩之 飛田　智宏
2417 チームHIDE69 貝塚　秀輝 荒井　英俊
2418 TYH 加々美　一樹 庄子　政志
2419 トランキーロ 小林　誠陽 森平　剛史
2420 FUJIMI 五十嵐　滉太 五十嵐　開
2421 藪中自転車競技部 石塚　靖基 新井　俊祐
2422 ユニテック-ＲＣ 杉木　和司 阿部　真仁
2423 RINGS team yoshicyu49 小井土　雅彦 長岡　浩一

■ 2時間の部　女子・ペア
No. チーム名 メンバー1 メンバー2

2501 セマスレーシング新松戸 中村　友香 國重　志都
2502 チームあさなも6/7 山本　ヒデミ 朝倉　愛
2503 Team-PK 堀　友紀代 佐藤　咲子
2504 にもりっぷ企画部 藤ヶ崎　彩花 中野　未奈子

■ 2時間の部　男女混成・ペア
No. チーム名 メンバー1 メンバー2

2601 FSR 小名木　克仁 小名木　聡子
2602 チームアイス 巻島　槙 矢島　雄吾
2603 チーム3104 斎藤　里司 斎藤　奈津子
2604 チームWD 後藤　敏彦 後藤　郁恵
2605 はる＆とも 讃岐　正嗣 讃岐　久美子
2606 ユニテックＲＣ 茂原　正臣 鈴木　尚代
2607 ユニテックＲＣ☆チーム４１☆ 大久保　武幸 野口　香織



■ レースデビュークラス ■ BIKE RUN CHALLENGEの部
No. チーム名 走者 No. チーム名 走者

4001 天野　哲也 001 UACJ製箔 赤松　剛志
4002 安藤　嘉洋 002 町田サィクルチーム 石田　誠士
4003 井出　圭祐 003 Team Tomys17 稲冨　繁
4004 岩田　一宏 004 稲村　博
4005 上原　久雄 005 稲村　由美子
4006 大澤　幸輝 006 猪口　琢哉
4007 大塚　雅也 007 今泉　公利
4008 大沼　正弘 008 チームyoko 江口　陽子
4009 小澤　美恵子 009 MCT 老川　哲広
4010 金子　和広 010 ペラ回します！ 大原　庄史
4011 桑田　昂輝 011 川島　良仁
4012 チームAK 小林　勝 012 板サカ 菊地　健史
4013 齋藤　康介 013 あしもつれ 菊地　雅之
4014 堺　希 014 菊地　康宏
4015 清水　清 015 久保木　真由美

4016 数枝木　康雄 016 とりあえずプリキュア 再田　光進
4017 アスリエ熊谷 瀬田　大助 017 MCT 斎藤　義幸
4018 塚本　大輔 018 ライジング 酒見　信夫
4019 戸谷　圭佑 019 チームらい 島田　靖史
4020 牧　のぞみ 020 ベルマーレランニング 白川　弘樹
4021 吉井　一也 021 鈴木　航太

022 高下　紘一
023 BSサイクリング部 戸田　淳
024 OVER☆HERT 冨野　真吾
025 ハマダッシュ 濱田　浩史
026 吹野　優
027 町田　純一
028 くじら部 宮田　昌宏
029 宮田　祐一
030 村山　正
031 Heartbreak-Hillアタック隊 柳井　稔
032 結城　清人
033 吉江　史人


