
※2月22日時点の情報です。

★ ＝　2013年大会参加者

■100kmチャレンジ 男子
No. チーム名 No. チーム名
101 RT二輪攻学 赤堀　慎哉 159 岸本　晶
102 ぽっチャリ倶楽部 秋山　幸宏 160 木本　貴徳
103 GOT bikeclub 朝比奈　裕 161 黒澤軍団✕OVER★HEAT 黒澤　力
104 足立　憲保 162 GSエバーウィン 桑原　正樹
105 磐田ヴォルフェン 新井　健太 163 見城　貴之
106 RT二輪攻学 荒木　大弥 164 Mile Post Racing 河野　靖広
107 飯島　康平 165 小島　晃
108 井川　克也 166 小杉　健太郎
109 チームバーニア 位下　岳瑠 167 じてんしゃやfit 後藤　朋幸
110 BCtimers ★ 池ヶ谷　正光 168 TEAM ZERO 小松　隼
111 BC.TIMER'S 石川　健太朗 169 小湊　恭平
112 石川　信 170 小山　裕之
113 石松　孝博 171 近藤　敦志
114 YF CYCLING TEAM 井戸田　文博 172 近藤　嗣恭
115 綾波書店レーシング 岩田　典洋 173 近藤　豊嗣
116 イナーメ信濃山形 岩月　伸夫 174 斉藤　哲也
117 静岡市北高校 岩辺　拳 175 磐田ヴォルフェン 小枝　孝次
118 VIVA☆ZAPPEI 上野　真 176 櫻井　久
119 こてつ 内海　昭彦 177 MaruGi Club 佐藤　義政
120 内山　克弘 178 ぽっチャリ倶楽部 佐野　智昌
121 遠藤　康成 179 FCR 佐野　豊諾
122 大石　記也 180 Fe-works 佐野　諒吾
123 まるはちRC 大石　裕之 181 四戸　翔太
124 大寺　美貴夫 182 FCGarcelona越谷 篠本　泰介
125 大沼　貴志 183 静岡北高 柴田　大輝
126 Team Altotebere 大野　真志 184 十良澤　翔
127 ぽっチャリ?楽部 大村　泰昭 185 MaruGiClub 白輪　祐也
128 大森　淳平 186 マルハチRC 末廣　智
129 Qrank Cycling 岡崎　大典 187 GSエバーウィン 杉浦　亮介
130 磐田ヴォルフェン 岡田　昂大 188 磐田ヴォルフェン 杉山　健太
131 LIFE,,, 岡本　太郎 189 杉山　工
132 奥村　涼太 190 シドニアの騎士 鈴木　俊祐
133 おかすぴ 小倉　雅 191 鈴木　惇也
134 加瀬会トライアスロン部 小倉　泰 192 鈴木　雅史
135 FCR 小田　信秀 193 bici-okadaman 鈴木　美芳
136 チーム　Qson 落合　進 194 チームヤマシゲ 鈴木　靖治
137 面川　雅央 195 ぽっチャリ倶楽部 鈴木　康祐
138 SDL 尾鷲　猛 196 鈴木　優作
139 TEAM ZERO 柿澤　謙太朗 197 ぽっチャリ倶楽部 鈴木　優介
140 EM自転車同好会 影浦　義之 198 鈴木　良実
141 TEAM 唐揚げ&ハイボール 笠原　宏紀 199 関　崇秀
142 静岡北高 梶原　聖悟 200 VIVA★ZAPPEI 高田　侑亮
143 粕谷　昌良 201 ぽっチャリ倶楽部 高槻　将文
144 FCR 加藤　健治 202 高橋　邦彦
145 Liberta 加藤　大成 203 iolani 高橋　信也
146 ガスも電気も。静岡ガス 金井　慎次 204 通常速度 高見　亨
147 PRIDE　ONE 可児　誠二 205 橘　利尚
148 磐田ヴォルフェン 神谷　直嗣 206 田爪　紀雄
149 河合　一輝 207 VIVACE 掛川 舘田　勝敏
150 ＢＲＥＺＺＡ KAMIHAGI 川合　路創 208 田中　圭
151 川口　歩 209 田中　智也
152 松邨柔道クラブ 川崎　嘉久 210 Altotevere 谷山　祥久
153 ちーむぱぐさん 河内　健 211 田村恵美は勇者である 田村　信忠
154 TEAM 光 河野　史瑛呂 212 (有)ヌメック 自転車同好会 丹澤　慧
155 川畑　雄 213 手塚　健太
156 河本　慎純 214 1093 徳野　洋平
157 BC.TIMER'S ★ 河守　邦人 215 富田　ケンタロウ
158 チームヤマシゲ 神田　武彦 216 長岐　朋輝

Fish Man Race in 焼津大井川港

参加者リスト

■走者■走者



■100kmチャレンジ 男子 ■100kmチャレンジ 男子
No. チーム名 No. チーム名
217 長島　陽一 281 山本　流偉
218 bici-okadaman 永田　琉晟 282 MKW 湯浦　裕貴
219 ミソノイレーシング 中西　玲音 283 TEAM ZERO ★ 吉田　達矢
220 中村　栄史 284 吉村　健央
221 キープ協会 中山　孝志 285 鷲巣　泰広
222 CycleTEAM『茶まる』 ★ 名倉　稔晴 286 嵐山朝練 鷲野　向一
223 夏目　彬弘 287 和田　洋平
224 夏目　新吾 288 C.C.YOU 渡邊　圭
225 夏目　拓郎 289 渡邉　直樹
226 イナーメ信濃山形 生田目　修 290 渡辺　大士
227 NAMAブラーザン 生田目　恵 291 ﾌｨｯﾂ 平澤　輝一
228 天狗党 奈良　正一 292 VIVA☆ZAPPEI 稲葉　謙一
229 磐田ヴォルフェン 成瀬　公裕 293 榊原　俊介
230 西井戸　亮 294 田口　正和
231 西川　浩之 295 nm7 Racing 中川　進太
232 西澤　直紀 296 BC.TIMER'S 仲野　翼
233 西田　裕介 297 ★ 藤森　道憲
234 野村　行人 298 Team-DADDY 古田　将之
235 team赤兎馬 遊輪館 法月　晃 299 古畑　香一
236 橋隅　和明 300 島田樟誠高等学校 望月　瑞記
237 橋本　考司
238 橋本　佳典 ■100kmチャレンジ 女子
239 浜松　満雄 No. チーム名
240 Dream Fighter 樋口　友康 401 VIVA☆ZAPPEI 上野　英子
241 ミソノイレーシング 久田　健児 402 Liberta 大野　琴美
242 GTⅡ ★ 日又　信行 403 ちーむぱぐさん 河内　砂紀
243 平田　公祐 404 おかすぴ 三治　祐紀子
244 FCR 平松　庸一 405 鈴木　美智子
245 深沢　明彦 406 田村恵美は勇者である 田村　恵美
246 team Liberta 深谷　優光 407 TEAM BONDS 林　真奈美
247 ミソノイレーシングチーム 福重　成一
248 TEAM　ZERO 藤原　一仁
249 Fe-Works 古川　裕一
250 おかすぴ 本多　甲斐
251 TEAM ZERO ★ 牧野　弘典
252 松下　公久
253 Team AOI Brewing 松永　和也
254 松永　秀平
255 ニーハイエゴイスト 松永　正敏
256 松邨柔道クラブ 松邨　浩樹
257 松邨柔道クラブ 松邨　優一
258 松本　雄起
259 team FreePort 松家　啓司
260 VIVA☆雑兵 圓山　泰佑
261 ミソノイレーシングチーム 丸山　哲生
262 おかすぴ 水口　裕太
263 宮川　正和
264 TEAM ZERO 宮司　基以
265 BC.TIMER'S 宮嶋　尚志
266 宮田　隆一
267 邑井　淳
268 村上　慶
269 村本　啓輔
270 望月　樹
271 ★ 望月　友貴
272 持山　佳史
273 本橋　泰之
274 静岡北高 安本　将人
275 Altotevere 矢野　友貴
276 VIVACE掛川 山下　訓明
277 山田　直浩
278 山本　理皓
279 山本　岬
280 山本　裕一朗

■走者■走者

■走者



■4時間エンデューロ 男子・ロード
No. チーム名

1001 FCC Alba ★ 佐伯　享昭 ★ 辰田　和穂
1002 apple duo 高岸　武美 中野　佑紀
1003 いまとし 青木　敏郎 今村　直樹
1004 IL VENTO ★ 広沢　敦 ★ 小澤　佳広
1005 磐田ベアーズ 中野　誠一 佐藤　勝則
1006 エースはカトケン① 加藤　健一郎 松本　雄一
1007 エースはカトケン② 高松　竜司 岩木　匠
1008 F5CC 正岡　敬佑 稲葉　亮太
1009 GRAZIE 青島　祐登 大石　岳広
1010 CLUB viento 望月　賢太 阿久津　健太郎

1011 c.c.you 和久田　英次 古橋　貴之
1012 シャカリキ 西園　将二 村田　善貴
1013 cheatrats 大原　聡治 永田　雄哉
1014 チームSUZAKI 加藤　浩一 西川　瑞樹
1015 team34 市川　亮 野末　裕之
1016 チームたい焼きキュウリ 佐川　友樹 青木　隆幸
1017 TEAM光 高橋　正直 山内　譲太
1018 team53 五味　健太郎 五味　翼
1019 つくぼ被害者の会 廣瀬　哲平 後藤　一平
1020 出涸らしさんチーム 藤波　怜 伊藤　毅
1021 伝説のつまめるお肉 田久保　優弥 加藤　洋平
1022 NakajimaCyclingTeam 古田　浩一 松下　和敬
1023 浜名湖警備隊 水野　正人 水野　恵太
1024 MaruGi Club C 酒井　威人 川崎　孝志
1025 MaruGi Club D 渡邊　和仁 勝田　将広
1026 MaruGi Club 中川　翼 萬井　有輝
1027 名城大学サイクリング同好会 早川　諒 亀山　光二
1028 矢崎部品裾野自転車部 杉山　輔 椿　和也
1029 ヤニカススプリッターズ 大塚　圭祐 松永　和也
1030 よしおくんパトロンズ 末岡　正充 児島　直樹
1031 Liberta 中山　滉也 青木　郁弥
1032 RINRINCYCLINGTEAM 寺田　昌和 加藤　隆寛
1033 レッドマーキュリーサイクリングチーム 平松　赳瑠 丸山　清志
1034 YN.Bros 坂本　祥彰 坂本　尚洋
1035 恵比須顔 高橋　寿洋 小泉　智洋
1036 粟レンジャー 桑野　雅利 浜中　誠 中尾　衛
1037 VELO CLUB Allez B 川島　広己 森川　健一郎 牧野　秀俊
1038 F5CC  イタスぎ 鈴木　文悟 井ノロ　隆司 田村　博和
1039 F5CC  カオスです 河井　克訓 落合　徹弥 杉本　亮太
1040 キャッキャうふふ軍団 齋藤　健一 三澤　フィリップ 森泉　猛
1041 Q-sons 山下　真運 鈴木　孝司 加藤　聖也
1042 C,C,YOU 戸塚　幸生 岡納　一哲 坂下　冬樹
1044 新・ネモトレーシング ★ 原田　大 ★ 水下　昌樹 ★ 今泉　旭裕
1045 すいまーず 田辺　憲一 右高　一成 上野　諒
1046 DASH自転車部 市川　均 常盤　秀和 古川　大輔
1047 team KAZAHAYA 早 内田　英寿 石田　光弘 堀井　勉
1048 チーム帰宅部 石間　大陸 勝浦　太陽 小長谷　周平
1049 TEAM Q-son 北さん部隊 小林　裕太郎 ★ 北川　将人 ★ 石橋　威洋
1050 ＴＥＡＭ－ＪＡＮＵＡＲＹ 杉田　喜世一 野口　成幸 渡邉　慎一
1051 TEAM P 鈴木　健吾 正木　善和 松本　大輔
1052 チャーリーブーⅠ 杉山　和彦 ★ 佐藤　修一 ★ 三改木　英隆
1053 トビウオライダーズ 小山　偉紀 石倉　カルビン 安達　慎吾
1054 浜石岳、大好き！ 飯田　和正 長崎　和也 岩崎　賢作
1055 FUNZUBA'S 曾根　友和 戸塚　祐希 田野口　元志
1056 ぽっチャリ倶楽部 松岡　祐介 藤田　滋生 鈴木　裕之
1057 bonds with  STH 渥美　利明 杉山　勝英 杉山　永真
1058 MilePost 譲 塙　亜樹徳 八田　広治 児玉　隆一
1059 MilePost 神 神移　真悟 赤上　弘 藤井　芳範
1060 MilePost 参 岩田　将則 鈴木　説澄 後藤　大輔
1061 MilePost 和 佐藤　昂太 松永　博 伊藤　拓郎
1062 ムーンライト特急 望月　新太郎 ★ 仲山　隆一 山本　純暉
1063 YGKP ★ 岩野　司 加藤　秀和 清水　融
1064 わんぴいす 市原　健太 板井　優基 宮本　康裕 芳野　智樹 天野　恭平
1065 ZIO & 蕎麦宗 伊藤　大介 松井　健 小林　樹生 中村　吉秀
1066 シルバーウィングス 原　雄一 山形　弘志 福井　謙次 江川　航平
1067 Team ボクドラえもん 小林　靖典 安達　貴之 岡本　幸二 米山　万也
1068 team NARO 竹内　栄哉 小林　誠司 ★ 栗田　匡和 西野　政晃
1069 team NARO 鈴木　和規 加藤　勝裕 本間　紀仲 遠藤　立吾
1070 チームもちの 當間　英敬 相川　裕一 長谷川　創太 藁科　恵治
1071 チャーリーブーⅡ ★ 山下　洋之 根上　英志 小宮山　晃平 勝又　大介
1072 Hi！生シラス 山田　昌幸 鈴木　英徳 水野　善康 小林　一郎
1073 P.!.N.K 山上　進 前田　克博 石岡　伸晃 高木　健太郎
1074 矢崎部品裾野自転車部 伊藤　聡 兒島　弘貴 中原　高弘 伊藤　栄太
1075 ライオンフーヅちゃり部 塚口　昌彦 石田　雄一郎 大熊　航平 遠藤　淳史
1076 SCH銀輪部隊 菅野　勝義 小野　頼母 村田　眞哉 山田　晃久 原田　卓也
1078 ハートランド ★ 渡辺　充浩 ★ 中野　剛吉 ★ 佐藤　透 ★ 堀本　高秀 川村　悟志
1079 FOMAX ★ 花村　勝 ★ 黒岩　納言 ★ 伊神　真歩 岸端　高広 石間　仁士
1080 Magroid 高須　啓司 保坂　巳知夫 青柳　政浩 石原　和幸 木内　拓也
1081 Lactic Acid ★ 牧野　正 ★ 上倉　太郎 前嶋　智也 ★ 柴田　真志 梅原　勇
1082 現地集合 福田　真也 内山　知之

■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



■4時間エンデューロ 男子・ロード
No. チーム名

1083 Schrott Cycling Club 中島　翔太郎 大野　悟史
1084 ふなてつ 小林　徹哉 阿部　舟平
1085 チーム近藤 石鍋　雄一郎 井田　雄喜

■4時間エンデューロ 男子・車種自由
No. チーム名

2001 GRACIAS AMIGO 多々良　泰臣 山田　卓也
2002 シクロしずおか 斉藤　寿規 山内　真一
2003 NTN磐田&森町ミニベロclub ★ 尾崎　紘規 神　正知 鈴木　忠弘
2004 オフロードチームFAT＋ 平澤　彰 渥美　昌弘 藤牧　明彦
2005 グラス・ハーツ ★ 山田　博幸 ★ 加茂　良夫 本田　達史
2006 Ｋものフレンズ 小泉　貴弘 今泉　建悟 三内　健作
2007 チャリ人 佐藤　豊 安本　和正 佐々木　洋紀
2008 MaruGi Club E 沖野　宗司 山田　敏之 西島　丈誉
2009 三河産打ち上げ同盟 宮口　司 平井　邦裕 永井　佑典
2010 ROUTE301 佐原　克哉 伊藤　和典 石渕　隆
2011 井宮PTA自転車部 漆畑　貴弘 漆畑　慶次郎 藤田　まさや 富所　ひろゆき
2012 ShizuEW mix 吉野　広和 滝野　智 結城　研太 佐藤　正志
2013 自転車道 牧野　徹 山田　哲久 神谷　旭 ★ 伊藤　政仁
2014 Team TCJ 若林　宏彰 小川　史洋 宮本　隆史 野見山　翔太
2015 P.!.N.K.東西 小山　豊 井上　翔太 谷　洋平 小谷　智哉
2016 太田町二十四番地 杉山　淳一 見原　一朗 平井　考 濵　省吾 出口　昌広
2017 アンドカイ 小木曽　智哉 新井　博文 早川　一徳 谷川　敬芳 加藤　健 平野　聡志

■4時間エンデューロ 男女混成・ロード
No. チーム名

3001 チーム犬吠埼① 綾野　ちどり 浅松　和海
3002 チーム犬吠埼② 小阪　菜摘 山田　基樹
3003 チーム小田原 ★ 加藤　淳一 野中　淳子
3005 パンダとニワトリ 内海　光裕 内海　美紀
3006 Pinanchi Cafe 山田　真実 鷲野　康延
3007 Blanche ﾁｯﾌﾟ&ｵｽｶｰ 廣勢　翔太 宮田　知枝
3008 BELLA VISTA 松本　拓也 佐野　小夜子
3009 ワントゥリー・オール 外垣　竜樹 外垣　里美
3010 TEAM AMiGos 工藤　英彦 矢島　竜一 栗原　春湖
3011 CAT'Sビ～ 小野寺　聡 真野　晃誠 望月　美佳
3012 Team NARO 榛葉　祐二 榛葉　美佳 ★ 高橋　直人
3013 ドタ参三人衆 小石　瑛文 新垣　良樹 中岡　千恵
3014 triple   I 石川　善之 岩崎　州太 石川　まりな
3015 MilePost 壱 國井　敏夫 深瀬　裕仁 堀川　真知子
3016 MilePost 文化 代田　義明 明瀬　颯磨 鈴木　成美
3017 ラビット緩行 滝井　椋雅 梅原　亮輔 滝井　麻里奈
3018 Rinz Rabbit 田野口　幸恵 櫻井　三恵子 鈴木　基志
3019 CycleTEAM『茶まる』 増田　高廣 池谷　富生 酒匂　隆行 斎藤　澄恵
3020 C.C.YOU  trendy 増谷　優太郎 岡元　尚希 石川　良 石川　敦子
3021 team KAZAHAYA 風 堀江　美歌 ホリエ　郁人 堀江　真由 堀江　圭美
3022 チームはぐれメタル 西口　友広 西口　恵 白鳥　祐吾 小池　剛史
3023 Bongole 松浦　大輔 松浦　真奈美 門馬　史典 西村　尚志
3024 MOKA~モカ~ 岡田　章 ★ 青山　真子 石川　成実 加藤　晴康
3025 ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞ 福田　和博 福田　祐子

■4時間エンデューロ 男女混成・車種自由
No. チーム名

4001 名交自転車部 ★ 野口　修 ★ 野口　由実子
4002 内村千沙 田中　千尋 伊久美　里沙 木村　京香
4003 サンシャイン箱崎 阿竹　裕之 嶋田　沙織 池谷　和隆
4004 勝山 内野　綾香 榛葉　千紗登 青山　拓未 勝山　祐紀
4005 ピナレロンGS 仁田　信之助 山口　薫 増田　堅太 飯田　敏史
4006 VELO CLUB Allez  A 井柳　篤 大石　光洋 井上　大 望月　広子 袴田　幸宏
4007 CS-Communication 牧草　亮輔 渡邉　博敬 渡邊　暁彦 川渡　恵子 西川　寛人 西川　聡子

■4時間エンデューロ ロード以外
No. チーム名

5001 シャア・アズナブルズ 山田さん 吉田さん 佐々木さん
5002 PLUM Racing自転車部 矢彦沢　清 平出　裕之 鈴木　基史

■焼津市民CUP
No. チーム名
801 ゴートブロス 八木　綾子 望月　賢太 望月　茜 八木　正恵 八木　泉実
802 天空の夜明け 青島　一浩 岩ケ谷　和生 村松　和貴 持塚　康孝 岩瀬　直輝

■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

■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

■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

■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

■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

■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


