
※9月27日（水）時点の情報

◆5時間エンデューロ　ソロ
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

5001 我妻　暁
5002 落合　快史

5003 那須　宏之

◆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
201 Rt.Kaname 坂本　賢史 富田　英雄
202 RB08小隊 松本　富行 巻島　大郎
203 あなたの街のヤマグチBチーム 小川　侑一 金子　克之
204 稲吉サウスウィンドレーシング 辻井　正紀 石川　雄二
205 茨城県庁自転車部チーム御無礼 栗田　敦 宇都宮　佑磨
206 インバスター ＩＷＣ 向後　章夫 石川　陽一
207 インバスターウブロ 中山　浩志 藤本　泰男
208 Ａ01 川崎　圭祐 石田　隆哉
209 おおえだRT×四つ葉 柴　武史 柴　直豊
210 男前ブラザーズ season3 西川　達也 櫻庭　啓
211 男前ブラザーズ season3 松井　聖 永田　晋一郎
212 CLUB SATO 松本　聡 佐藤　敏哉
213 k cycling team 三次　紀之 荻津　厚緒
214 KYB　航空機器QA 藤井　隆弘 辺見　聡
215 建築家自転車部-A 富永　大毅 小用　祐平
216 サイクルビート 佐藤　史明 山崎　響平
217 サイクルフリーダム　 石丸　昌則 谷脇　正一
218 サタデーレーシングＡ 赤松　信之 赤松　祐希
219 JX HITACHI B 黒澤　俊雄 菅屋　遥介
220 JX HITACHI C 山下　和憲 安井　浩一
221 ShiFt　C 清水　宗晴 仲田　遼太
222 small rock 2016 岩城　敏行 小関　和男
223 ゼニガメックス 藤澤　恵一朗 山田　裕文
224 損害保険ジャパン日本興亜㈱茨城南支店 田中　大介 渡部　達也
225 伊達メガネサンズ 木下　弘幸 藤川　陽平
226 TEAM HATO☆SUM A 佐藤　淳 黒川　智幸
227 TEAM HATO☆SUM B 金子　英一 田中　雅
228 チーム・フォルツァ！ 久野　龍男 谷島　大輝
229 チーム・フォルツァ！ 野田　慧太 新井　康文
230 チーム・フォルツァ！1980 神谷　匡則 坂本　進也
231 チーム・フォルツァ！KK 片桐　啓之 黒内　秀康
232 チームアヴィッド 齋藤　進 中藤　賢吾
233 チームおじ～ 石川　光男 荒川　昌也
234 チームフォルッア超合金 今出　寿雄 高野　敏
235 チーム元木場 長谷川　真実 角　大輔
236 TCC 藤井　淳次 鈴木　丈允
237 TB 松本　宗之 市位　和大
238 手賀沼レーシング 金村　康平 金村　博司
239 ナイス！日本の心 ジロ 藤原　慶一郎 静井　章朗
240 ナイス！日本の心 ツール 折茂　英明 小林　一希
241 バルカン300 ガッシュ　ベル 高嶺　清麿
242 flame 大野　喜裕 名雪　光晴
243 flame 望月　紀人 宮沢　浩
244 マリオブラジャーズ 矢澤　直幸 平井　亮太
245 老体倶楽部 佐藤　暢 上野　高広
246 Rondine uno 白井　太一 岩崎　達郎
247 Rondine quattro 小林　秀平 杉山　晃平
248 RJチャリ部 鏑木　浩 若林　克治 森川　正崇
249 アザラシとカメ 大澤　浩平 宇田川　海人 西畠　錦司
250 アスリートワークス 中津　利秋 中重　雄史 堀江　康彦
251 アライレーシングジャパン 新井　望 日下部　大輔 佐山　広晃
252 茨城県庁自転車部  team 260kg 栗田　広樹 木内　隆史 木村　亮太
253 インバスターピゲ 野口　智継 賀川　伸一 山下　佳月
254 インバスターブレゲ 小野　一範 飯笹　正己 鶴澤　和彦

～レイクサイド・サイクルフェスタ～
かすみがうらエンデューロ

参加者リスト



◆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
255 HUAC 横井　俊洋 菅沼　有紀 菅沼　樹
256 SBGよせあつめ 山本　豊 武井　信之 高橋　翔平
257 NFTSpirits teamR 庄司　明宏 野田　裕太 蛭田　朋弥
258 NFTspiritteamG 清水　宏一 長島　茂雄 大束　浩志
259 NCC CEREZO 和田　清秀 岩澤　庸介 吉田　勝彦
260 FRBS+R チームA 飯島　慎介 鈴木　聡 遠藤　靖
261 ENCHO 磯崎　義文 大塚　洋史 坂本　創
262 OCCD3 小林　宏典 長妻　陽一郎 塚谷　守
263 OVER☆HEAT 後藤　政実 東條　執平 冨野　真吾
264 GIDA　壱号 柴田　真一 和田　政男 黒川　耕二
265 GIDA　弐号 篠原　広明 宇佐美　智也 雨川　卓磨
266 倶楽部２３０チームＡ 佐久間　洋 舛井　宗一郎 湯口　佳
267 グランドキャバレー 竹内　伸吾 倉邊　昂佳 鎗井　俊宏
268 くるくる 吉澤　藏人 大塚　靖之 宇賀神　智也
269 ●●●●●● 瀬崎　森作 今井　洋史 山口　哲郎
270 魁颯会　爆風 平山　清吉 清水　恒行 久保田　和也
271 魁颯会　烈風 中島　昭一 黒沢　佑士 佐野　徹
272 サタデーレシングＢ 和井田　敏夫 豊田　克己 会田　幸男
273 SamAda 吉良　和信 伊藤　大輔 渡邊　秀樹
274 CUCC OB会＋ 大木　隆司 宇留野　正彦 宇留野　正悟
275 JLS 水口　勇作 宮路　正昭 浅野　昭宏
276 ShiFt　B 脇坂　真一 長塚　功太朗 岩松　彬允
277 ジャイアントストアA 仙波　真人 福島　康洋 江越　岳也
278 Giovanni 千野根　拓哉 斉藤　亮平 安藤　竜一
279 SUNABA CYCLE A 望月　和真 石田　豊 三上　恵仁
280 SUNABA CYCLE B 野村　洋幸 砂庭　翔太 永澤　直人
281 清一輪業 本社 北村　隆明 高橋　清一 佐藤　義高
282 TEAM SUZAKI 西川　瑞樹 加藤　浩一 竹村　恵悟
283 チーム・フォルツァ！ 永井　亨 小俣　勝司 舟山　聖岳
284 チーム・フォルツァ！　AKT50 前田　敦司 池田　恒造 川上　智明
285 チーム・フォルツァ！　ゆるふわ 日向　克夫 古澤　寿史 今　康夫
286 チーム　－4　男組 程田　晃一 大澤　篤志 牧　賢二
287 TEAM ROJIN 石川　宗宏 鈴木　貴洋 斉藤　善久
288 team ROB 内田　圭一郎 桂田　良 松本　千尋
289 チームA.T.T 武田　公男 浅間　優 高柳　英明
290 Team FWF 藤井　秀紀 若林　宏彰 藤井　隆行
291 チームMKY 三雲　光昭 宮内　啓史郎 星野　由路
292 チーム岡山 岡山　巧 岡山　洋明 植田　圭一郎
293 Teamおみたん B 海老沢　光志 伊野　秀茂 関口　茂
294 TeamCoyote 河野　和哉 田村　慎平 大久保　由紀夫

295 チームサイトウサン 木村　之泰 今吉　祐太郎 江戸　寿
296 チームMON 根本　浩晃 宮内　一美 小川　拓哉
297 チーム裕幸 梅原　悟 佐藤　充 後藤　健太
298 ﾁﾄﾞﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 新保　昌彦 知念　真一 香野　祐一
299 中央学院高校ＯＢ会 熊谷　明志 柴田　裕介 玉木　竜哉
300 TMサイクリスト 坂入　聡 高橋　雅樹 松本　昭宏
301 TCC-ゆるチーム 塩津　晃明 伊勢　京介 波田　大輔
302 東京フード自転車競技部 平野　和良 海野　求己 高野　洋輔
303 東京フード自転車競技部 蓑輪　哲人 池田　寛行 大貫　智史
304 とれらば！ 山ノ井　勇輔 三浦　航 田代　丈幸
305 NICE BODY 石川　潔 石川　竜也 曽和　修一
306 ノロッサ 高橋　健太 大見川　義則 藤代　新吾
307 Hangover 坂野　彰 堀江　正悟 川上　裕貴
308 PSS輪業 小野木　孝 浅野　務 高橋　敦彦
309 BSN 山崎　雅俊 徳江　聡 久野　真一
310 プリンスサーモン 有田　カイダ 丸岡　正則 平岡　大輔
311 フルコギチャリーズ 黒澤　直宏 佐藤　史明 木口　佳祐
312 PUNTO ROSSO TOKYO B 藤平　克浩 木下　雅晴 松原　政志
313 PUNTO ROSSO TOKYO SR 熊川　博 伊藤　信裕 川村　尚史
314 PUNTO ROSSO TOKYO Z 藤田　壮 掛川　友貴 小泉　英夫
315 ぺんてるＣＣチームＡ 磯部　俊裕 住井　覚 小澤　崇将
316 ぺんてるＣＣチームＢ 永井　茂 黒沢　洋介 遊馬　一幸
317 bowz cycling team Y 西嵜　覚信 阿部　晃隆 藤原　大和
318 Riddim Rider CC 1 田村　拓朗 棚網　良貴 柏木　啓志
319 Riddim Rider CC 2 山口　太一 野邑　幸弘 山岸　信久
320 アトレCC 鵜澤　克弘 大熊　則宏 細田　知宏 北川　諭



◆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
321 茨大E.S.S クマさんチーム 飯田　裕章 安食　貴也 猪瀬　智也 松川　宗一郎
322 HH salty mountains 平岩　秀一 山田　聖之 塩島　達人 広瀬　昌弘
323 SMBCチームA 吉岡　幸一 秋葉　祥 安達　祐記 藤本　龍志
324 SMBCチームB 佐々木　高志 蛭田　祥平 早津　孝之 明石　基昭
325 SJCL 沖田　紀之 石川　一人 長谷部　裕之 伊藤　風起
326 SBTMアッズーロ 大坪　浩 庄司　雅樹 石井　猛 長妻　達也
327 SBTMローザ 片平　三喜男 西川　賢二 新井　一浩 室町　和徳
328 SBTMロッソ 秋月　岳 岩田　幸良 遠藤　久 塙　修一
329 NFT_Spirits_M 川俣　祐 宮澤　祐樹 小笠原　悠介 勝沼　奨
330 えれふぁんとのーず 稲垣　聡 大澤　勝利 門井　富士夫 長谷川　和裕
331 大海老DKYフライ 前島　輝 西條　智彦 伊藤　大介 清水　厚善
332 笠原町レーシング 菅谷　茂 大友　隆之 森山　拳斗 芝田　成輝
333 GIDA　参号 玉川　秀利 石井　宇史 飛田　建 松井　奎吾
334 KORBC 中山　泰宏 池田　一盛 諏訪　雅俊 久保田　仁
335 KTC1 古藤　英貴 海野　貴之 大河原　航 上阪　周平
336 KTC2 安藤　健人 菅谷　研太 鈴木　優輔 櫻井　航太
337 サイクルチームＳＴＮ 竹中　研二 沼尻　剛 酒寄　慎太郎 酒寄　博美
338 ３営AD室自転車部 宮武　康太郎 武藤　圭吾 高山　裕基 澁川　修一
339 GSユアサ群馬Ａチーム 諏訪　隼也 吉田　大河 原田　昌裕 小林　完二
340 j-かわさき最強土浦 大塚　融 影山　昭夫 橋本　健一 伊藤　彰秀
341 JTS Six Pack Club 吉田　直貴 髙野　夏生 青山　裕輔 武田　直大
342 JBS自転車部 中野　秀宣 佐久間　賢 佐藤　貴之 岡本　健
343 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑふれっしゅ 西山　陽貴 三橋　允耶 江原　裕史 野崎　洋介
344 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ミドル 小林　直美 飯間　司 小川　真一 重野　直樹
345 SixPackClubft谷中ナス 中塚　省文 谷口　真之 奈須野　陽 斉藤　正泰
346 ジャイアントストアB 若林　邦彦 小林　久則 正井　圭 大野　考明
347 ジャイアントストアC 並木　太一郎 福富　岳人 三上　雄太 岡村　好晃
348 ストーンズ自転車部 根本　晴透 桑原　一浩 梅澤　正雄 永長　浩二
349 SUNABA CYCLE C 野中　秀恒 宮脇　和也 増田　忠紀 島田　宏地
350 蒼空 江面　泰志 佐々木　一之 丹野　淳之介 峯崎　利樹
351 ＤＫＧ 松信　遼 鈴木　達也 野口　浩二 加藤　大恭
352 チーム・スカイ　フライ 久保　敦 鈴木　智満 菅野　淳夫 村井　剛史
353 Team Dandelion 齋藤　武弘 濱野　和彦 三澤　忠総 高橋　渉
354 チーム藍さん 荒井　宣洋 湯浅　晋一 佐中　晋 吉田　俊輔
355 Team N 福田　修 野口　泰志 安藤　俊一郎 平田　純也
356 Teamおみたん A 邊見　常之 大久保　旭人 小神野　貴之 石上　耕司
357 Team 908 峯岸　裕寿 加藤　常雄 菅谷　知仁 仲村　裕二
358 Team 908 樽井　浩明 鈴木　智宣 前川　正道 永井　豊
359 チーム自転車操業 花ケ崎　倫成 金井　健一郎 桜井　智 松尾　奏寛
360 TEAM NAKATA 2 馬場　傑 新木　勇人 荒川　隆人 飯田　恵一
361 team颯51 楽 岩崎　隆 高橋　一彦 曽我　彰 佐藤　良樹
362 Chuppers 井上　貴文 鍋田　健人 高野　雄亮 小田川　俊久
363 東海大学医学部 Aチーム 渡邉　信次郎 内藤　隆行 藤田　耕己 藤谷　良樹
364 どすこい自転車部A 大久保　勉 古川　聡 木村　祐次郞 栗原　達也
365 ナックスII 熊谷　俊一 桑原　浩 田添　真一郎 内山　悟
366 BUCKPASSERS-B 金澤　壮士 柴山 　啓 長倉 　憲司 飯竹　央昌
367 Px6 川島　俊朗 金原　亨 清水　香 横塚　暁人
368 flame 關本　淳一 勝田　達也 北川　英二 小熊　康哲
369 bows cycling team F 加藤　正淳 柴田　祥宏 大庄司　匡應 松本　丈弘
370 町田銀輪技研 永井　雅 木村　公人 本多　淳一 岡田　崇
371 MiePBicycleClub+ 文倉　慎太郎 川口　瑞樹 大友　悠平 下田　健吾
372 レジェンド光 齋藤　吉明 越川　武俊 大木　薫 曲山　博
373 REDWING 田部井　寛和 田部井　伯幸 齋藤　正一 齊藤　卓也
374 あさづけ 熊谷　雅章 佐々木　隆太 岡山　博季 濱　賢三 斎藤　勝也
375 iTADAKi 簗島　智 渡邉　正 宮本　修 鈴木　信雄 山本　喜則
376 おおえだRT 最速 大塚　敦男 小島　剛弘 前島　文雄 三村　政夫 久家　敏雄
377 おおえだRT ５５ 吉川　邦夫 北郷　澄人 榊　光男 立石　浩文 飯田　千秋
378 おおえだＲＴ 石岡駅前徒歩１分 幕内　慎一 海東　剛正 浅野　寛 細野　光彦 篠原　徹
379 ominoways_attack 五百籏頭　晃 大関　賢士 保坂　弘 鎌田　浩 石塚　一志
380 魁颯会　微風 山口　正男 前島　嘉美 横山　正 池田　正文 鈴木　武史
381 GSユアサ群馬Ｂチーム 渡辺　純一 新井　広章 和佐田　尚正 渋澤　直樹 田島　淳一
382 JTC 佐瀬　洋平 赤松　洋司 宮内　信明 松館　裕志 川上　剛司
383 cisrol 遠藤　強 戸田　健太郎 熊木　輝明 姜　昌秀 孔　喜俊
384 シルバーサーモン 滝口　典聡 井能　秀雄 藤枝　敏知 秋葉　司 栁瀬　洋一
385 0298ハンバーガー 古川　大輔 熊谷　優 加藤　悠貴 本沢　和紀 小張　広樹
386 team 颯51 努 後藤　博政 伊藤　昌弘 黒羽　隆也 神　智之 柳沢　秀樹



◆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
387 チーム機械屋さん 松尾　龍生 白子　一章 森本　亘 村松　俊彦 長田　正
388 TEAM NAKATA 1 中田　健士 小島　明男 岡本　匡裕 佐藤　孝廣 登ヶ谷　祐人
389 DRY 小澤　一好 田中　弘明 内藤　大輔 山下　智三 山崎　登士
390 ハイケイデンスぱんだ 小林　和広 春好　辰則 太田　量太 平岡　孝太 山上　功一郎
391 MARK Cycling Team 大塚　良一 飯島　崇明 松浦　光紀 菅野　貢冶 大塚　敦史
392 ﾏﾝﾏﾕｰﾄ団日本支部 新井　健司 荒井　悟 阿部　貴史 山家　雅之 久保田　智也
393 Mr.将軍 自転車部 小林　良人 坂爪　一喜 桑原　尚 齋藤　広明 齋藤　孝喜
394 MochiRemmon 斎藤　政徳 鎌田　真輝 村瀬　貴是 持田　寛紀 前川　翔太
395 八潮大瀬小応援団　自転車部 福原　功 朝田　和宏 安蒜　優 方波見　英樹 玄内　将宏
396 小森コーポレーション 高山　茂喜 関根　正次 細川　聡郎 鈴木　政徳 川口　拓也 東　史紀
397 ボッシュレックスロス 高村　修 高村　祐太郎 田之上　賢治 永井　清英 高野　大輔 高崎　隆行
398 PSI x RumbleRoodies Ben Liu Justin Russel lRenard 村野　英紀
399 PSI x AFRT-TAMA 本藤　俊介 吉野　拓海
400 筑波銀行 茅場　武史 大手　公一 大和田　昌宏 酒井　上 北島　正巳

◆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
501 DUKE東郷 河村　英朗 大田　正樹
502 ClubPK 腐男子チーム 津田　和久 吉田　直樹 女池　俊介
503 城東輪通団 安達　慎太郎 今野　桂太 渡辺　淳
504 清一輪業　とろみグループ 松浦　佑樹 中村　孝 近藤　脩平
505 チームMVP 郷原　知仁 廣田　拓也 服部　啓介
506 TeamDoken01 郡司　秀昭 益子　英樹 島田　竜太郎
507 TeamDoken02 金澤　隆介 安重　克巳 柏　将徳
508 チドリサイクリングチーム 斉藤　誠吾 蛯澤　隆幸 五日市　文典
509 DT SPORTS 竹内　康介 濱口　優司 浅井　健一郎
510 はやり目感染 金村　隼介 菊地　恭平 掛貝　祐太
511 井上サイクリングクラブ 山内　良介 宮崎　剛史 田中　俊輔 井上　武門
512 kasumikenma 宮崎　貴司 木村　篤寛 潮田　淳 篠塚　稔
513 倶楽部２３０チームB 嶋津　直樹 引田　智之 山田　淳一 高橋　英夫
514 GRUPETTO 310 金子　禎胤 川﨑　高義 長嶋　仁 桑名　真也
515 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑかめ 宮田　雅則 加藤　将望 池亀　俊 山本　詠史
516 ZZZ．通勤CLUB 川村　淳司 根本　勉 國木田　洋 清水　利憲
517 team NTHA 仲居　達也 長谷部　伸 秋山　潤 谷津　洋一
518 チーム銀さん 太田　大樹 西井　和浩 深谷　真一 飯野　昌博
519 Team Tenkara 小笠原　尚久 矢作　尚久 森川　和彦 加藤　省吾
520 TeamDoken03 長坂　英治 北山　貴大  伊藤　豪人 柴山　知大
521 どすこい自転車部B 石川　和彦 大久保　昌明 鈴木　仁志 磯山　健史
522 あんこうチーム 森嶋　俊郎 澤田　雄一郎 佐藤　裕司 古沢　裕樹 小室　篤志
523 鴨川ムジナーナ 椎名　康一 宮川　治郎 平柳　好一 鈴木　明 新津　啓太郎
524 ClubPK 白熊　宏一 粟根　淳 上西　和彦 矢崎　裕章 金崎　泰光
525 Team 二次元 鈴木　悟 花島　明 中山　賢治 唐鎌　龍志 本村　寛和
526 チームアマダ 神山　賢治 貴志　亮介 小清水　智顕 飯田　孝之 関澤　忍
527 TeamDoken04 朝妻　勇貴 安島　史征 飯村　諒 根本　拓哉 水野　諒
528 ぶらっといばらき with TAS 福田　貴也 廣瀬　正 遅塚　誠 伊藤　賢哉 田中　源一郎
529 中部飼料サイクルクラブ 埜中　俊哉 竹中　一展 田代　賢 宮古　広布 安原　大介 岡野　晃兵
530 happy-go-lucky 杉澤　肇 福岡　一成 伊東　卓也 根岸　剛 関根　亮 渡辺　信明
531 Five Archiperagoes 宮内　稔 松尾　清隆 竹下　悠史 前田　一行 永井　雄 会沢　友祐

◆5時間エンデューロ　女子
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 チームマイナス4  女組 南　久美子 室町　紗央里
602 PUNTOROSSOTOKYO A 土屋　文果 大竹　郁江
603 ominoways_feminina 木村　いと 大岸　明子 米山　直子
604 ふぃーるふりー 大林　明日香 植田　美香 山本　希
605 GS-Livチーム 若林　日出子 大野　菜々 辰巳　葉子 中野　良美 太田　真奈美
606 cisrol 女子チーム 田中　葉月 藤倉　唯菜 鵜沼　妙子 木村　真理 山中　知香子 肥沼　舞子



◆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
701 あなたの街のﾔﾏｸﾞﾁA 山口　博之 山口　洋子
702 OrangeGreen 富元　久雄 後藤　安佐
703 オンザロード 根本　正和 根本　静
704 鮫 西本　宗史 西本　美保
705 Team ARI 荒木　太 古川　恵里
706 チーム　まーとんす 藤田　英恵 藤田　祐紀
707 D-try 木村　功 木村　美帆
708 日本ろう自転車競技協会 早瀬　憲太郎 早瀬　久美
709 JX HITACHI A 楢崎　裕司 荒川　陽子 佐藤　春男
710 清一輪業 テクサポ 塩野　智洋 箕輪　はるな 台川　直樹
711 SEMAS RACING 新松戸 正田　年仁 小宮　貴裕 中村　友香
712 SEMAS RACING 新松戸Ｂ 箱田　晃一 石井　環樹 國重　志都
713 チーム・フォルツァ！ 藤間　明美 両角　久弥 前澤　綾子
714 チーム・フォルツァ！シルバー 永田　久雄 柿沼　耕之 永田　直美
715 チーム小田原 加藤　淳一 小林　洋平 松橋　真弓
716 team SUDA 須田　裕士 須田　ともみ 須田　卓馬
717 東京フード自転車競技部 藤田　覚 中島　克也 泉川　沙耶
718 プリン体さんチーム 大坪　真里子 下柿元　法道 日下　崇
719 ぺんてるＣＣチームＣ 斎藤　浩之 佐藤　慎吾 野口　郁世
720 SBTMカップルズ 平田　幸平 平田　美加 岡山　絢音 木内　佑哉
721 SBTMビアンコ 坂本　聡子 塚崎　草佑 西村　祐貴 坂間　亮輔
722 大海老Sutti-works 前田　くみ子 大澤　良嗣 須藤　伸也 笹生　高広
723 建築系自転車部-B 藤間　弥恵 堀田　巨 吉野　貴史 太田　典志
724 建築系自転車部-C 瀬戸　理美 古市　清也 角野　文和 高原　康樹
725 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑKATZE 中道　勝美 佐々木　剛 須田　憲男 佐藤　陽司
726 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑZACKEY 山崎　里美 堀　正俊 秋葉　貴志 長田　光司
727 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑHICHEY 宮田　弘子 服部　昇 横山　純弥 田中　厚三
728 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・ﾁｰﾑよしよし 近藤　美子 吉野　利一 田村　英久 藤澤　剛
729 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ・TOCKEY 明石　知子 後藤　孝 角田　正敏 馬場　善久
730 チーム☆イセッチ 鴇田　幸恵 伊勢谷　毅 黒田　佑介 鈴木　裕太
731 Team Turtles 前田　美奈 鬼丸　由貴 土屋　徹 前田　宰
732 TEAM 8989 萩原　正明 布施　繁樹 後藤　俊彦 井出　尚美
733 貧脚自走砲 伊佐間　葵 今野　美智 萩島　猛司 小室　友和
734 MACHIDA CYCLING TEAM 老川　哲広 石田　誠司 久野　勇生 倉林　さえ
735 ミミポルチ 瀧澤　純 瀧澤　千佳 渕野　由裕 片岡　栄次
736 ゆるぽた豆戦車 中浦　優希 中川路　芽美 吉田　梨愛 柿沼　和秀
737 FRBS+RチームB 杉山　和美 渡邉　寿幸 渡辺　圭 松井　智善
738 IMEレーシングA 小川　剛司 佐藤　友洋 清水　智彦 手塚　悦子 若松　史門
739 IMEレーシングB 今栄　学 相崎　恒一 金井　賢志 雪平　健太 小田切　陽子
740 アヒルスターズ 関根　伸二 坂倉　正治 藤内　明子 草川　正尊 内田　玲奈
741 WESTY C.P. 山崎　亨 楳木　賢次 甲田　明 小口　正人 杉浦　友季子
742 SBTMベルデ 松島　堯 秋月　さおり 相澤　典子 松永　一治 長田　幸司
743 ominoways_petite 小暮　弥生 内山　雅史 上野　良子 釜池　雄高 入谷　清和
744 かすみがうら市役所A 西山　正 板垣　英明 深谷　成史 古川　一平 古川　幸子
745 J.kawasaki 黄ウサギ 飯島　直己 鴻巣　康紀 高野　和幸 渡辺　和生 橋本　昌代
746 JDCチームMIX 鷹巣　義幸 山田　亨 藤巻　勝彦 津田　泰 大熊　真穂
747 ジャイアントストアD 井上　浩輔 関　義夫 坂井　賢一 坂井　淳子 戸張　一郎
748 女王と羊たち 親松　剛 高橋　昭美 芝地　克彰 滝　隼人 滝　雅克
749 チームしほりん♪ 塚田　直己 塚田　秀一 塚田　夏子 新海　陽子 新海　敦彦
750 チームポリグチ 坂上　真大 沖崎　梨絵 木村　敏之 大山　直人 内藤　将文
751 BGATS 赤塚　祐一 島根　剛 井手　順子 田中　信 綿引　將人
752 Big Bird Racing 粕谷　富士夫 山口　理恵 一條　寿彦 桑原　翔太 金子　福明
753 ブエナスエルテ犀 藤森　祐輔 丘　孝之 西村　洋恵 持田　雅史 中村　慶太
754 ブエナスエルテ鰐 佐藤　歩貴 館石　育美 桑原　崇 土屋　香織 村田　守
755 ラスボス？サチコＣＣ 針替　幸子 針替　弘行 針替　一嘉 鴻巣　みゆき 鴻巣　敏幸
756 ﾛﾝｸﾞﾎｰﾝﾄﾚｲﾝ Bruin 木島　真樹 濱口　翔太郎 加藤　絵万 新納　重和 伊藤　松秀
757 Overload 山室　英哉 米花　慎二 本橋　英明 小平　雅俊 木下　昌之 山室　薫
758 もういっしゅう 奥山　邦之 錦山　慎太郎 山本　明子 田中　秀明 岩村　貴成 山口　真二

◆5時間エンデューロ　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
801 アルビレッズ 星野　哲哉 坪井　昭子
802 オールドアロー 古矢　猛 古矢　菜津子
803 タケチャリン娘 石井　武史 関　千夏
804 ツールドガリア 新井　和希 幸　千尋
805 HO 原　和文 小名木　克仁 小名木　聡子



◆5時間エンデューロ　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
806 プリンセスマサコ 濱　康孝 塚原　麻紗子 椎木　啓文
807 暗黒技研G 鈴木　敦 沖園　雄一 泉井　素成 泉井　優香
808 彩の国JEC together with 三男 齋藤　栄 松本　剛明 倉持　真弓 江泉　智弘
809 正上内老若合体チーム 磯島　肇 前島　正美 北山　雅也 北山　恵美
810 チームＴＲＣ 田坂　圭吾 千葉　亮 神谷　敏明 千葉　奈奈
811 Team Camembert 大門　路人 大門　はるみ 中浦　創 百澤　大
812 東海大学医学部 Bチーム 米村　知将 野毛　亮人 平野　瑛久 青木　芽衣子
813 Buck passers`-A 木村　茂男 木村　幸枝 北原　文彦 中澤　祐希
814 チーム百条委員会 中島　頼明 坂本　和朗 石田　通夫 飯田　江理子
815 まるきん自転車競技部 斎藤　奈津子 本橋　真也子 佐藤　駿多朗 斎藤　里司
816 Mix D-Live 内山　貴夫 宮崎　太一郎 海老原　裕利 本村　理美
817 ﾛﾝｸﾞﾎｰﾝﾄﾚｲﾝ Blond 和田　秀人 和田　舞子 鯉沼　篤史 鯉沼　奈々子
818 足軽エンペラー 高橋　祐樹 奥村　菜重子 大輪　健太郎 時山　拓也 川田　達
819 FE＋らいだぁす！ 菱沼　賢司 菱沼　恵美 佐藤　孝 田口　秀一 市川　明
820 協同病院チャリサークル 大崎　裕之 高野　勤 大内　智之 中崎　正博 佐藤　友香
821 彩の国JEC男子5人夏物語（恋愛編） 鹿山　晃志 諏訪　邦彦 庄子　駿作 藤原　翔太 江泉　愛愁
822 SUMIT cycling team B 長久保　修 下田　達也 三嶽　暢裕 畠　和弘 久保田　貴子
823 ダイナマイトReiko 長谷川　義之 岡山　玲子 清家　吉貴 有行　正男 須之内　陽二
824 つくば平坦道 飯塚　喜軌 前田　由紀子 中村　孟 高橋　研太 藤代　拓
825 ﾛﾝｸﾞﾎｰﾝﾄﾚｲﾝ ﾎﾜｲﾄ 佐野　彰彦 中島　紀之 久保田　光男 村上　正彦 親松　由希
826 クマさんチーム(´・ω ・) 上原　久雄 上原　真紀 草間　仁 松丸　博子 濱田　史恵 濱田　健一
827 SUMIT cycling team A 武田　芳和 白井　寛 橋本　大輔 小池　重晴 髙村　達史 武田　優子

◆5時間エンデューロ　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
901 武蔵砂川ツーキニスト倶楽部 湯淺　聡一郎 湯淺　裕一郎
902 T3 武井　賢一 高橋　武志 大里　卓也
903 島田チャリ部 五十嵐　忠 酒井　龍一 村野　佳州 小山内　友勝
904 ＴＥＡＭ三度笠 遠藤　泰弘 岡野　秀紀 片岡　和幸 大山　雅司
905 Freedom?? 加門　邦章 成毛　勝幸 阿倍　芳広 北川　義明 山田　充義 大川　綾菜

◆5時間エンデューロ　ミニベロCUP
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
951 暗黒技研A 安田　顕 早川　泰弘 野口　栄一
952 夕闇に咲いた一輪の華 大槻　恒 田代　将巳 大坪　諭史
953 暗黒技研B 加瀬　孝幸 鈴木　恵千代 伊藤　寛 小作　純一
954 暗黒技研C 三井　薫 小船井　陽太 早川　大 山田　尚幸
955 10k会 北田　剛 藤村　浩一 三浦　祐樹 菊山　朋彦 安間　勇介 米谷　豊

◆2時間エンデューロ　ママチャリCUP
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 FPGA-CAFE 星野　厚 樋口　槙 井村　公二
2002 元土日陸部 小林　大地 宮東　将史 田坂　圭
2003 QUEENS4 平野　千加 鳴瀬　由香里 瀧川　康恵 青木　真由美
2004 チーム 丸木屋 佐伯　正義 小石沢　康幸 福田　俊行 西田　友樹
2005 チームPMVG 伊藤　茂明 稲田　哲也 八文字　利朗 村田　亨 新妻　尊寛
2006 チヨダ舵もん 茅根　光 長谷川　篤史 舟山　祐幸 久保田　弘幸 嶋村　雅之
2007 千代田YSKレジェンド 石神　賢一 中村　浩司 上山　隆治 小田　泰則 佐川　昌司
2008 トヨニーズA 豊﨑　淳一 齋藤　芳宏 齋藤　綾香 大久保　敏行 塚越　典子
2009 トヨニーズB 太田　真理子 中村　真聡 大槻　美紀 鈴木　真雄 木村　正美
2010 トロリ～ズ 阿部　知美 大久保　弘美 田上　茂孝 山田　友香理 山本　倫行
2011 MUGEN 貝塚　秀 柳沢　寿希 横山　文彦 貝塚　聡 貝塚　理



◆秋の収穫サイクリング　
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 石垣　彩純
102 石垣　勇武
103 石垣　俊昭
104 石垣　春子
105 市村　聡浩
106 市村　富子
107 宇佐美　爽
108 宇佐美　知子
109 宇佐美　友
110 小川　雅史
111 小川　由美
112 佐野　喬一
113 篠田　壮太
114 shinoda 篠田　雅路
115 篠田　美帆
116 渋谷　智子
117 渋谷　美典
118 寺田　朱里
119 寺田　真一
120 コナキジジイ 長嶋　孝朗
121 コナキジジイ 長嶋　哲生
122 コナキジジイ 長嶋　由紀恵
123 根本　博文
124 二木　崇
125 二木　尚人
126 二木　バージ
127 二木　和人
128 水埜　純一
129 宮本　寛之
130 茂木　由江
131 山崎　幸代
132 和田　愛
133 渡辺　節子


