
※2018年10月４日(木)時点の情報

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

101 ALCIONE 渡部　誠二 藤城　昭臣

102 稲吉サウスウィンドRacing 辻井　正紀 石川　雄司

103 ENCHO 磯崎　義文 大塚　洋史

104 オイルボールズ・リターン 佐藤　勝哉 関根　啓助

105 OhkaBicycleFamily A 伊藤　克哉 松田　征洋

106 OhkaBicycleFamily B 昆野　健理 越山　淳

107 笠間自転車de街づくり協会 大嶋　繁利 橋本　哲哉

108 笠間自転車de街づくり協会B 小池　達也 中根　悟

109 笠間自転車de街づくり協会C 箱石　元紀 高橋　典男

110 笠間自転車de街づくり協会D 榊原　雅史 大木　卓也

111 笠間自転車de街づくり協会E　 市川　英幸 高木　正人

112 北島親子 北島　利彦 北島　柊歩

113 CLUB SATO 佐藤　敏哉 松本　聡

114 倶楽部２３０　コキアライトアップB 金澤　隆介 植田　涼太

115 5629 鈴木　翔太郎 鈴木　智之

116 越谷 高岡サイクル 宮田　晃宏 小堀　陽人

117 小谷場整骨院 村田　健 宮崎　宏英

118 JR東 水戸サイクリングA 半田　佳彦 佐藤　浩一郎

119 JX HITACHI A 石井　雅史 楢崎　祐司

120 JLS 宮路　正昭 浅野　朗宏

121 Zio サイクル 酒井　輝男 廣原　賢

122 シバタ 柴田　誠司 シバタ　シュウ

123 せきやパパチャリ組合～橋本軍～ 木村　晋 橋本　篤

124 仙台浪漫 加藤　悠貴 菊池　悠介

125 チーム 打倒 中野 鳴海　健 今泉　博久

126 DT KKRN 北村　裕紀 石井　孝之

127 チーム　マッスル 山形　雄二郎 清水　光泰

128 TEAM  RINGS ZZ 中村　哲雄 坂本　和幸

129 チーム・ハバス 冨田　裕一 野田　俊之

130 Team　おみたん　B 邊見　常之 中嶋　正也

131 チーム宮本 宮本　真吾 法師人　竜也

132 チームむすぶ 手塚　功一 山本　忠芳

133 ちょお待ってや！ 須藤　和彦 高田　雅之

134 DUKE東郷 大田　政樹 河村　英朗

135 東京電機大学 金　希匡 黒野　龍星

136 Pineapples 2 梅田　宗雄 坂本　創

137 ＰＡＮＤＡＭＡＮ 高塚　秀夫 高塚　亮輔

138 ビールの会 板倉　学 尾田　晃太郎

139 ゆるふわ 桝井　悠翔 徳重　純哉

140 ラブライド 小川　駿胤 鈴木　晶

141 ReVelo 平松　寿典 山口　直也

142 老体倶楽部Rev1 上野　高広 石毛　秀明

143 老体倶楽部Rev0 八木　明憲 佐藤　暢

144  LonghornTrainSaison 佐野　彰彦 小川　直樹

145 TNP自転車競技部N 平川　貴幸 山本　裕一 高城　淳

146 インバスター　ウブロ 飯笹　正巳 土屋　幸生 西崎　申地

147 インバスター　ブレゲ 西須　俊夫 沖　侯次 大柳　光史

148 ウム・ヴェルト 宝珠戸　陽介 小柳　巧美 田口　淳

149 ＳＢＴＭ桜島 長妻　達也 長澤　剛 鈴木　英利也

150 ＳＢＴＭ十勝岳 中山　敦 岩田　幸良 鈴木　悟

151 NFTSpirits 長島　茂雄 大束　浩史 清水　宏一

152 NFTspirits チームS 酒寄　博美 竹中　研二 沼尻　剛

153 NFTspirits team雨男 宮澤　祐樹 蛭田　朋也 庄司　明広

かすみがうらエンデューロ

選手リスト

■ 5時間エンデューロ 　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

154 NFTSpiritsD 川俣　祐 小笠原　悠介 木口　啓祐

155 NFT spirits teamM 飯田　真生 勝沼　奨 新瀉　友之

156 FWF 藤井　隆行 藤井　秀紀 若林　宏彰

157 エンセリオ 堤　康之 日坂　柊人 日坂　弥

158 Overlap 飯田　千秋 佐久間　洋 大瀧　智之

159 おじさんたち 2018 秋 山田　吉彦 勝呂　卓 篠崎　清人

160 おっぱい飲んでねんね 大槻　恒 田代　将巳 駒井　雄一

161 大人の自転車倶楽部 斉藤　昌吾 日野　寛 和田　宣弘

162  oriente mare 江尻　涼平 江尻　壮 小山田　達之

163 ｵﾝﾝｻﾞﾛｰﾄﾞｼｸﾛﾁｰﾑ 梶川　義巳 今井　孝治 石塚　謙二

164 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞﾃﾞｶﾓﾘ 根本　正和 丸山　大輔 川原　宗一郎

165 カスミケンマコウギョウ 宮崎　貴司 潮田　淳 下田　和幸

166 GRUPETTO310-teamB 杉山　健一 照山　匠 本田　慎弥

167 国立音ノ木坂学院 平山　雄 北原　瑛祐 海老原　卓

168 ことりのおやつ 白石　真之 河田　良介 佐藤　雅尚

169 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 石丸　昌則 桑原　渉 飯田　高裕

170 魁颯会　爆風 佐野　徹 平山　清吉 久保田　和也

171 魁颯会　微風 黒澤　佑士 前島　嘉美 横山　正

172 GTwH 千種　信雄 橋崎　延之 菱木　裕一

173 JR東 水戸サイクリングB 木名瀬　友和 相馬　里陽 稲玉　峻

174 JX HITACHI B 安井　浩一 黒澤　俊雄 佐藤　春男

175 JPO 西山　哲矢 藤田　雅人 東尾　竜也

176 じてんしゃ　RINGS 田村　裕貴 酒井　孝幸 柴崎　等

177 ＃ゆいたくたひチャレンジ 武田　公男 高柳　英明 湯沢　一郎

178 宿川原 細川　健介 石渡　将人 玉井　紀道

179 Schrott Cycling Club 中島　翔太郎 大野　悟史 安部　達

180 Giovanni 千野根　拓哉 安藤　竜一 斉藤　亮平

181 Strong Will 山田　裕文 藤澤　恵一朗 矢澤　直幸

182 スラングル 安川　翔太 永堀　宏明 横松　直人

183 瀬谷 長澤　安晋 石川　秀矢 兵藤　久紀

184 高林 半端ねぇ～！！ 鈴木　聖仁 高林　朋史 堀川　達也

185 たちこぎモーニング息子 髙橋　潔 大塚　興士 鬼沢　和哉

186 Team Shimz 松本　俊司 澤井　康 高橋　徹

187 Team SKYFRY B 岡田　哲人 菅野　淳夫 久保　敦

188 TEAM NOW 夢 市川　明 田口　秀一 青山　剛実

189 チーム・フォルツァ！3k 片桐　啓之 小林　一郎 黒内　秀康

190 Team　おみたん　A 関口　茂 伊野　秀茂 川崎　正行

191 チーム角川山 川上　康則 角田　幸治 山口　龍二

192 チームとの 渡邉　俊彦 関　淳 山田　聖之

193 team颯51 黒羽　隆也 大和田　康雄 高橋　一彦

194 チームらっぱ 福井　光仁 河田　和典 渡辺　竜二

195 Team Rinko 中野　淳 川口　剛司 原　啓介

196 チームレッド 赤松　祐希 赤松　信之 赤松　亮

197 Team WANGUN 渡辺　徹 Ｐｈｉｌｉｐｐ　Ｒｏｌａｎｄ 濱田　修幸

198 Team Wangun A 我妻　暁 高田　賢一 渡辺　毅

199 Team Wangun B 山口　一登 中村　尚樹 南川　航

200 銚子市苺組合 林　秀樹 萩谷　幸弘 島田　和彦

201 CHOCOPIE 諏訪　隼也 吉田　大河 松島　諒介

202 つちまる自転車倶楽部 細野　賢司 長嶋　安則 大貫　三千夫

203 TS TECH自転車部 A 石田　豊 三上　恵仁 望月　和真

204 TS TECH自転車部 B 宮脇　和也 野口　智 永澤　直人

205 TS TECH自転車部 C 増田　忠紀 島田　宏地 西田　圭汰

206 TS TECH自転車部 D 石黒　哲平 武藤　寛幸 加藤　慎也

207 電子の歌姫 横田　洋平 布施　公由 坂田　興平

208 どすこい自転車部A 石川　和彦 大久保　昌明 豊崎　良憲

209 ナイス！日本の心 3号車 藤原　慶一郎 小林　一希 折茂　英明

210 ハンタマチャリ部 山内　伸広 鈴木　裕也 高石　敏彦

■ 5時間エンデューロ 　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

211 非番ドラゴンズ 椎名　颯 柴田　竜 瀧　貴裕

212 プリンスサーモン 有田　カイダ 丸岡　正則 柏　俊一

213 flame 望月　紀人 宮澤　浩 鈴木　勝彦

214 ぺんてるＣＣチームＡ 斎藤　浩之 住井　覚 吉田　清郎

215 ぺんてるＣＣチームＢ 黒沢　洋介 佐藤　慎吾 横田　康介

216 bowz cycling team F 加藤　正淳 柴田　祥宏 松本　丈弘

217 マーモット愚連隊 戸田　徹弥 西山　陽貴 三橋　允耶

218 舞鶴海軍工廠自転車部 渡辺　健太 田畑　遼 吉見　拓馬

219 鹿行のおいしい水ver1 山中　真人 藤田　直哉 長瀬　智也

220 LonghornTrain Lambic 木島　真樹 竹内　豊和 及川　聖也

221 Rondine × CWCC 小林　秀平 白井　太一 藤崎　雄三

222 輪桜 チームA 木南　貴博 菊地　恭平 松本　宗之

223 ＳＢＴＭ浅間山 西川　賢二 石井　猛 脇本　敬治 藤江　昭彦

224 ＳＢＴＭ阿蘇山 松永　一治 赤尾　幸次郎 橋本　大輔 西村　裕史

225 ＳＢＴＭ富士山 古森　寛史 加藤　佑太 平田　幸平 江川　雄大

226 FEEC 伊東　聖 川内　貞政 幡野　信哉 西廣　貴之 堀江　一虎

227 桜輪会 茂原　伸也 目時　峰 大澤　勇太郎 松原　良輔

228 OVER☆HEAT 大野　裕二 岩澤　和成 冨野　真吾 後藤　政実

229 川口自転車倶楽部 中山　泰宏 池田　一盛 諏訪　雅俊 久保田　仁

230 グランドキャバレー 鎗井　俊宏 竹内　伸吾 倉邊　昂佳 田村　尚也

231 GAME BOYS Japan 手塚　俊介 古川　大空 手嶋　健二 佐藤　伸

232 激坂同好会 宗像　伸明 中島　久允 川口　健志 木内　清人

233 建築系自転車部C 太田　典志 宍戸　幸二郎 野副　晋平 高橋　宇宙

234 シルバーサーモン 滝口　典聡 谷田部　悠介 井能　秀雄 柳瀬　洋一

235 清一輪業 トライアスロン部 松浦　佑樹 財部　佳之 台川　直樹 近藤　脩平

236 清一輪業 本社 百瀬　悠平 塩野　智洋 高橋　清一 北村　隆明

237 せきやパパチャリ組合　伊藤軍 伊藤　司 南部　雅人 黒田　正臣 小山田　嘉身

238 チーポン 前原　信隆 兼田　学 高柳　洋一 中島　永幸

239 team Attaquer 山口　謙太郎 斉藤　誠 市原　裕一郎 塚本　真史

240 チーム　うが 宇賀神　智也 吉澤　藏人 岡崎　晃一 大塚　靖之

241 Team SKYFRY A 安藤　丈弘 飯田　光一 石井　紀昭 礒　暢秋

242 team 4U 横山　敏洋 三浦　伸敏 落合　桂司 小山　英明

243 チーム　フラミンゴ 佐藤　行夫 田村　正之 添野　正輝 山野　翔太

244 チームSKAT 鈴木　貴之 高原　信幸 栗田　茂 青野　嘉隆

245 TEAM NOW 愛 菱沼　賢司 櫛田　哲 佐藤　孝 杉山　賢

246 チームひなた 小室　篤志 古沢　裕樹 比田井　洋介 澤田　雄一郎

247 Chuppers 小田川　俊久 関根　洋樹 北出　理央 鍋田　健人

248 FtR 三雲　光昭 黒崎　敏史 長　伸一郎 星野　由路

249 FORTUNA 及川　直史 石田　聖夜 古谷　耕一郎 早田　巧

250 BrezzaMolle 澤田　光雄 中島　竜二 井上　知明 村井　智紀

251 HNCKライダーズ 小礒　光史 栗原　徹 鈴木　拓也 川上　洋

252 bowz cycling team Ｙ 西嵜　覚信 阿部　晃隆 藤原　大和 東谷　敬信

253 Body Brain 鈴木　康修 國川　茂樹 米谷　洋 石元　龍太郎

254 マツモトツヨシRT 松尾　幸一 赤田　郁郎 伊沢　剛 梶山　康成

255 宮野木自転車漕走会S54+α 隅元　光一 杉山　元啓 Ｄｏｄｙ　Ｐａｐａ 山本　尚武

256 宮野木自転車漕走会　チーム56 菅野　心平 七五三野　卓馬 西田　暢介 大村　航平

257 宮野木曹走会1 堀口　誠 尾高　貴広 桐澤　敦 澤村　彩人

258 りんご 福井　重彦 湯浅　晋一 佐中　晋 高崎　隆行

259 レジェンド光 齋藤　吉明 大木　薫 曲山　博 越川　武俊

260 IMSチャリ部 海野　将仁 里見　正太郎 松下　浩宮 山田　耕平 小澤　慶太

261 青学ブルべ部 小佐田　一 金子　貴昭 坂東　潤 廣井　遼平 増田　恭兵

264 おおえだＲＴ石岡駅前徒歩１分－弐－ 北郷　澄人 浅野　寛 金　守益 柴　武史 柴　直豊

262 大枝駅前歩いて5分 吉川　邦夫 榊　光男 久家　敏雄 竹村　太一朗 小島　剛博

263 おおえだＲＴ石岡駅前徒歩１分－壱－ 幕内　慎一 門奈　昭宏 藤上　敏彦 細野　光彦 篠原　徹

265 おおえだＲＴ石岡駅前徒歩１分－参－ 大塚　敦男 山口　誠司 前島　文雄 大枝　成光 勢司　直臣

266 OK－3 武井　賢一 大里　卓也 鶴間　潤一郎 塙　秀之 高橋　武志

267 Jカワサキ土浦特急チーム 飯島　直己 影山　昭夫 鴻巣　康紀 高野　和幸 服部　浩一

268 JDCチームＡ 鷹巣　義幸 田口　紀昭 運野　修 山田　亨 藤巻　勝彦

269 STAR 小林　光則 須賀　篤史 宮本　光司 細野　勝之 星野　仙尊

■ 5時間エンデューロ 　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

270 SEKITOBA 菊田　勝則 木谷　一隆 藤田　勉 大畑　敦司 石原　鉄也

271 武田学園チームT 鈴木　雄大 丸井　雅彦 大宿　英介 神保　智洋 武田　貴之

272 武田学園チームK 川井　慎太郎 内田　学志 植原　健介 太田　哲也 黒田　竜

273 Team 908「無敵艦隊」 峯岸　裕寿 加藤　常雄 菅谷　知仁 仲村　裕二 猶原　諒

274 TEAM NIKKO-C 勝山　敬一 当麻　則隆 新　敏之 河野　隆俊 藤田　英志

275 チームKIKAIYAさん 白子　一章 松尾　龍生 長田　正 森本　亘 赤瀬　壮作

276 TEAM　GIRO　Z 檜垣　卓生 田中　靖一 浜崎　敦 江　修寛 平田　賢一

277 TEAM NAKATA-1 馬場　傑 菅家　正裕 高野　吉知 村上　航 小島　明男

278 TEAM NAKATA-2 登ヶ谷　祐人 佐藤　孝廣 新木　勇人 飯田　恵一 中田　健士

279 TEAM NAKATA-3 岡本　匡裕 糸賀　修 荒川　隆人 荒川　理空 木村　倭

280 TOKYO 86's 金　秀亨 徐　泰柱 石谷　なつき 金　成植 金　東秀

281 ボッシュレックスロス 髙村　修 永井　清英 後藤　憲秀 高橋　正行 高野　大輔

282 REDWING 田部井　寛和 田部井　伯幸 齋藤　正一 齊藤　卓也 山岸　広典

283 animal.F 藤田　隆文 横田　学 高橋　雅人 杉山　勝 岡本　吉博 阿部　正和

284 ウルフルズ 高山　勉 丸中　隆行 藤本　知也 小野寺　輝 高橋　新一 齋藤　寛之

285 ＧＳユアサ 新井　広章 澁澤　直樹 和佐田　尚正 田島　淳一 木村　圭吾 渡邉　純一

286 JTS SixPackCLUB 中塚　省文 石井　拓郎 谷口　真之 奈須野　陽 花島　輝 斉藤　正泰

287 ストーンズ自転車部 根本　晴透 久松　広幸 梅澤　正雄 桑原　一浩 永長　浩二 内山　雄二

288 Team　kouju園 藤田　香寿 広瀬　安紀 飯塚　利之 小田　充 久保　友侑 柳生　正博

289 TEAM錯乱戦士 鈴木　悟 小林　寛史 大和田　健一

290 チームHori 堀之内　俊 堀之内　孝一

291 Team Masa 春木　政則 齋木　雅洋

292 PENETRATE 齋藤　陽一 本田　幸二

293 Roppongi Express 板橋　聡 菊川　実紀

294 SPICE 伊藤　博之 鈴木　健二朗 大澤　正

295 Team@FC 阿部　勲 折田　尚也 堀江　義明

296 THcrew 杉本　直樹 山本　哲裕 木原　大輔

297 Next Azure Racing 小杉　智 小笠原　尚久 佐々木　邦暢

298 フレディ三姉妹 成毛　昂平 堀口　裕介 海上　雅人

299 ペラ回します！ 大原　庄史 馬場　好一郎 大畠　恭平

300 弱虫サドル 松田　寛之 小熊　勝己 斎藤　彰吾

301 animal.F　カバ 藤田　隆文 馬場　久成 粟野　四郎 横田　学

302 OMC2 内山　一慶 辻井　晋介 内山　修平 盧　培洵

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

401 2BRO 栗田　敦 栗田　広樹

402 井上サイクリングクラブ 山内　良介 宮崎　剛史 松井　照彦

403 GRUPETTO310-teamA 清水　達彦 田中　秀樹 金子　禎胤

404 城東輪通団 安達　慎太郎 今野　桂太 渡辺　淳

405 SKY FRY-E 鈴木　智満 笹川　哲雄 大和　俊明

406 teamFHS 杉澤　肇 細井　和也 福岡　一成

407 2代目アオツカ組withうっちー 黒沢　雅志 青塚　伸高 内田　圭亮

408 flame 今井　智康 井坂　大輔 大野　喜裕

409 守谷クロス 酒井　信秋 岡田　悟 佐久間　智彦

410 UDTチャリ部チームMD 三浦　健司 望月　武文 伊藤　大介

411 鹿行のおいしい水ver2 中川　裕光 宮内　照 阿部　健太

412 TNP自転車競技部T 横田　靖明 河野　健二 長谷部　智也 野口　裕史

413 暗黒技術研究所SZ1 早川　泰弘 野口　栄一 中村　慎太郎 鈴木　恵千代

414 暗黒技術研究所SZ2 安田　顕 赤間　遼 麻生　健一 佐々木　友誠

415 OverLoad１ 山室　英哉 米花　慎二 木下　昌之 景山　茂

416 かすみがうら市役所A 西山　正 鈴木　仁志 磯山　健史 水野谷　敏英

417 かすみがうら市役所B 宮本　満 松信　遼 柘植　俊紀 藤澤　修平

418 鴨川ムジナーナ 新津　啓太郎 椎名　康一 宮川　治郎 平柳　好一

419 ClubPK腐男子 女池　俊介 吉田　直樹 津田　和久 佐藤　拓海

420 白石じゃないほう入ります 白石　祐輔 草深　純兵 神賀　俊朗 猪俣　和弘

421 Super Oyji-s 吉田　正敏 松本　寛 山本　晋也 北　侑也

422 チーム Ｊ.T.Ｓ 後藤　善宏 吉野　将太 三宅　亮一 林　正太朗

423 チーム レンタルペダル 椎原　秀明 笹原　勇也 溝端　理彰 古場　嘉洋

■ 5時間エンデューロ 　男子・ロード

■ 5時間エンデューロ 　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

424 TEAM  RJAK 佐保　誠次 上村　貴樹 藤平　善大 山岡　義幸

425 チーム井川家 井川　純一 高橋　秀人 山崎　貴司 井川　一幸

426 チドリサイクリングチーム 斉藤　耕一 三好　竜介 蛯澤　隆幸 斉藤　誠吾

427 TKR180 舩田　和浩 松本　和記 田上　崇弘 浅川　瞭

428 ＳＥＣＨ＆Ｍ 関根　伸二 坂倉　正治 山本　和正 青木　一憲 丸田　喜一郎

429 ClubPKジェントイルマン 白熊　宏一 粟根　淳 上西　和彦 内山　直也 栗田　秀隆

430 東京中日スポーツ 明村　馨 田中　秀行 権田　智昭 服部　圭祐 山口　和幸

431 DRY 小澤　一好 田中　弘明 内藤　大輔 管野　直人 山下　智三

432 スミハツ自転車同好会 飯田　政巳 永井　明則 瀬戸　俊博 高橋　潤一 梅澤　貴大 高橋　公史

433 ダサいTシャツ屋さん 宇野　優 木野内　達也 大部　修治 大森　直樹 宮崎　智寛 岩間　和也

434 チーム・地振（おやじ） 海老根　光浩 加藤　卓志 植田　朋弘 中村　浩 関　正史 吉冨　耕治

435 Teamたかお 中山　喬仁 藤井　大輔 小島　優希 皆川　将吾 大嶋　陽平 霞　昌典

436 NIT 自転車競技部 前田　侑希 前田　優郁 鹿俣　圭吾

437 Blue☆Zhi 佐藤　力 青柳　俊行 渡辺　匠 小澤　公則

438 チームアトレ 林　航平 高梨　将克 佐川　綾 細田　知宏 鵜澤　克弘 新谷　拓

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

501 TNP自転車競技部P 太田　美奈子 根本　知子 市川　博美

502 Pineapples 1 横山　美穂 外山　貴子 須崎　とも

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

601 柴犬＆roadies 吉村　健央 吉村　亜紀子

602 TEAM GIRO 岡本　秀明 岡本　由希

603 ツッツルとクリボー師弟コンビ 福田　英樹 栗原　知美

604 ハヤサカサイクル 勅使瓦　有紀 古川　菜々

605 輪桜チームB 伊東　響 小森　千嘉

606 ALCIONE 安齋　恵一 松本　秀夫 八坂　真里

607 ALCIONE 渡部　祥子 高橋　秀樹 廣瀬　義聡

608 SDJOチャリ部 松浦　理恵 真下　文昭 小暮　幸雄

609 おぎゃる丸 大坪　諭史 大坪　真里子 下柿元　法道

610 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞﾄｸﾓﾘ 向井　勇人 松島　寿樹 福田　こずえ

611 坂バカ男子部 Bチーム 八木　崇吉 久保　光司 重元　淑江

612 シャークアイランドA 番場　慶太郎 齋藤　和正 番場　しおり

613 SEMAS RACING 新松戸 正田　年仁 小宮　貴裕 中村　友香

614 TEAM GIRO 保科　正義 保科　亜美 溝越　茂

615 TEAM AMiGos 工藤　英彦 矢島　竜一 栗原　春湖

616 チームジャイアント／リブストアつくばA 大野　孝明 大野　菜々 井村　英輔

617 チームジャイアント／リブストアつくばB 福士　健太郎 若林　日出子 形見　賢司

618 チームはとみ 掛川　友貴 掛川　初江 松田　光弘

619 チームバナナ 家　徳龍 西原　伸行 筒井　萌

620 手巻き寿司ブラザーズ おおの　けいすけ 秋山　早紀 四ノ宮　慧

621 とよちゃんず 佐野　慶則 豊澤　英子 西岡　善和

622 ハリガエスト 清水　研志 清水　美那 許　英萬

623 Blanche ﾁｯﾌﾟ&ｵｽｶｰ 廣勢　翔太 宮田　知枝 高橋　滉太郎

624 ぺんてるＣＣチームＣ 鈴木　勝己 永井　茂 野口　郁世

625 UDTチャリ部チームHD 深澤　俊輔 加藤　栄一 岩田　雅美

626 安全第一 Ａ 鴇田　幸恵 黒田　祐介 秋永　真之 緑川　博明

627 安全第一 Ｂ 金川　等 鈴木　裕太 小倉　沙也香 石神　賢司

628 ＳＢＴＭ雲仙岳 大野　哲也 郷野　衣里 坂間　亮輔 野嶋　宏真

629 OverLoad2 山室　薫 本橋　英明 水見　哲也 江花　克俊

630 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞﾒｶﾞﾓﾘ 篠原　啓太 長良　浩義 軽部　恭子 渡辺　一平

631 クオリティア自転車部 鈴木　寿子 平野　善隆 桑原　直輝 野田　耕平

632 GranDiver帝都銀輪団 佐藤　純 田村　亮 関谷　加津子 関谷　圭介

633 建築系自転車部A 谷口　雄大 徳原　晋一 富永　大毅 富永　弥恵

634 Jカワサキ土浦快速チーム 橋本　昌代 小熊　寛幸 平塚　寛之 大峯　和也

635 Team SUMIT 白井　寛 高村　達史 三嶽　暢裕 久保田　貴子

636 チーム小田原 加藤　淳一 長島　悠貴 赤間　美智 橋本　温之

■ 5時間エンデューロ 　男子・車種自由

■ 5時間エンデューロ 　女子

■ 5時間エンデューロ 　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

637 D-Try 木村　功 木村　美帆 穂積　一志 松居　信貴

638 From 東京多摩 石川　俊樹 松尾　直明 椿　瑞稀 石田　宇暉

639 Bongole 松浦　大輔 門馬　史典 西村　尚志 須賀　麻美

640 建築系自転車部B 秋山　弘明 秋山　綾子 菅村　栄三 吉野　貴史 古市　清也

641 政和輪業 星　明彦 加藤　丈晴 安部　修也 藤ケ咲　知美 五嶋　誠

642 Team 908「連合艦隊」 樽井　浩明 飛田　寿徳 永井　豊 竹内　伴行 目黒　朋恵

643 TEAM254＆HATO･SUN 市川　俊彦 蓮池　芳紀 清水　一路 古杉　和幸 古杉　美樹

644 チームあおい 佐藤　裕司 佐藤　紀美子 土屋　祐介 土屋　理絵 椎熊　一実

645 Team閃風脚 増子　政斗 溝口　晴恵 伊藤　純也 畑田　恭巳 渡辺　高礼

646 チームメロン 神代　貴彰 佐藤　俊生 佐藤　晃也 佐藤　結香 柏崎　雅大

647 チャリ好きスキーヤー 渡部　嘉幸 大前　知枝 永松　明奈 山村　直嗣 阿部　竜一

648 とらればっ！！ 田代　丈幸 三浦　航 北島　友美 中村　勝彦 齋藤　泰典

649 東海大学TUMPA 伊藤　万紀 石家　春輝 山田　隼貴 那須　順敬 三ツ井　太樹 福島　幸大

650 筑波銀行 茅場　武史 大手　公一 酒井　上 中條　史穂 長谷川　太一

651 1100bar 平野　隆司 平野　美穂

652 セマスＲ新松戸宵宵 箱田　晃一 國重　志都 柏木　貞保 矢萩　雅之

653 花朗 宮川　誠二 上遠野　歩 川上　悟 小澤　英子

654 トライアスロンを始める男3人と嫁と親夫婦 上原　久雄 上原　真紀 百刈　大和 関根　貴之 関根　瑠奈 鈴木　佳三

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

701 THBO 鈴木　久恵 鈴木　輝明

702 Cleopatra REIKO 岡山　玲子 横尾　嘉寛 清家　吉貴

703 MASAKO 100% 椎木　啓文 濱　康孝 大井　麻紗子

704 Longhorn Train Blond 伊藤　松秀 和田　秀人 和田　舞子

705 Windmill 岩井　新一 岩井　享子 渡部　広志 田所　浩一

706 GEKIKOGI#茨城がんばっぺ 宮東　剛史 井坂　歩未 大泉　和也 馬場　佑佳

707 GEKIKOGI#今すぐ転職しろ 寿松木　充 名取　哲平 蛯名　有里 干山　峻

708 GEKIKOGI#レペゼンWNG 山川　穰 圓田　牧子 福島　健 戸谷　信博

709 チームニキ 川畑　瞳 川畑　航大 遊佐　暁 遊佐　葉

710 MIAMOO 小川　博臣 茂木　陽子 一場　慶 大曽根　勝也

711 安田井原 安田　治 安田　真 井原　淳子 井原　敏明

712 Team J-SOUL with H.A 住野　公造 大川　敏克 佐井川　拓也 平間　綾香 熱田　正光

713 IPUサイクリング 河野　豊 宮本　文彦 小倉　雄一 金榮　香子 小林　直樹 飯田　裕章

714 加賀温泉郷おもてなしライダーズ 高辻　貴嘉 西　志信 和田　要 又井　秀人 大岩　忍 金井　良樹

715 彩の国　JEC　松茸学園 齋藤　栄 鹿山　晃志 諏訪　邦彦 坂本　龍紀 斉藤　秋栄 齋藤　真弓

716 はちみつ 西井　和浩 深谷　真一 吉田　俊輔 飯野　昌博 瓜谷　昌樹 米澤　弥咲

717 りんりんNMT 金子　真大 根本　博文 中根　太暉 柳原　翔子 関根　祥平 木村　理人

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

802 倶楽部２３０　コキアライトアップA 齋藤　愛一郎 引田　智之 山田　淳一 高橋　英夫

803 Ｆｒｅｅｄｏｍ！！ 成毛　勝幸 山田　充義 阿部　芳広 北川　義明 北川　拓斗 栗田　大輔

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

901 暗黒技術研究所M1 三井　薫 小船井　陽太 伊藤　寛 加瀬　孝幸 田嶋　昇

902 暗黒技術研究所M2 鈴木　敦 坂本　忠邦 早川　大 山田　尚幸 沖園　雄一

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

2001 Gracias 宮東　将史 小林　大地 小林　丈浩 松岡　美希

2002 まあきともみら 石橋　章 石橋　智美 鈴木　智明 鈴木　真季

2003 チーム北小 手賀　成美 飯島　美幸 森田　洋子 島田　公輔 八幡　宏希

2004 チヨダ舵もんソメイティ 西田　鉄也 長谷川　篤史 加賀美　吉彦 鳴瀬　聖剛 横田　義治

2005 チヨダ舵もんミライトワ 舟山　祐幸 久保田　弘幸 嶋村　雅之 柴田　祥悟 茅根　光

2006 PMVG 伊藤　茂明 稲田　哲也 八文字　利朗 村田　亨 新妻　尊寛

2007 MCG 佐藤　毅一 鈴木　章平 中村　優太 中根　勝志 一村　和弘

2008 トヨニーズ 中村　真聡 豊﨑　淳一 鈴木　真雄 中村　正美 太田　真理子

■ 5時間エンデューロ 　ママチャリCUP

■ 5時間エンデューロ 　男女混成・ロード

■ 5時間エンデューロ 　男女混成・車種自由

■ 5時間エンデューロ 　ロード以外

■ 5時間エンデューロ 　ミニベロCUP 


