
■ キングの部　男子ロード・チーム
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

5001 Ａ-ＲＥＳ 小杉　有右 笠嶋　祐介

5002 GROVE鎌倉G 加藤　正暁 舟橋　潤

5003 GROVE鎌倉H 小南舘　純 櫻庭　悠真

5004 GROVE鎌倉I 中山　新 伊藤　洋司

5005 GROVE港北 enjoySW2 亀井　智 山崎　晃

5006 GROVE宮前平F 岡本　真矢 加藤　翔悟

5007 ことりのおやつ 白石　真之 河田　良介

5008 品川CC　七つの海のタコ 橘高　公康 西村　信一

5009 Super Dat Racing GY 平田　元司 宮野　芳邦

5010 Team EK 遠藤　諒輔 栗原　啓

5011 Team AY 安倍　豊樹 横田　悟

5012 Team KW 瓦井　宏幸 和田　敬造

5013 Diesel engine CT 加藤　富士夫 Tuomas　Koskinen

5014 TB関東支部 Aス 岩間　隆 飯塚　清貴

5015 North Village Phys 桑名　徹 島田　憲明

5016 ＮＯRｉｎ（甲） 中島　啓輔 坪山　宰

5017 ＮＯＲｉｎ(乙) 森下　和正 佐野　一也

5018 BICI CERCATORE梅津Bros 梅津　祐希 梅津　亮

5019 疲労戦隊 Winners 関　隆芳 黒澤　力

5020 RinRinRacing 中　瑞希 小林　正樹

5021 IGRP新横浜 川嶋　和紀 丸山　直政 山本　教夫

5022 ITA自転車同好会 鈴木　一生 鬼澤　明 古川　雅大

5023 朝霧会 増満　悠 中澤　那久 長岡　亮介

5024 あずにゃんサイクル 秋山　勇樹 山口　裕司 松本　純

5025 A-RES 室井　啓一 渡辺　拓実 宮川　弘

5026 alonza 森河　淳 加藤　唯史 菅沼　直人

5027 cannondale横浜ベイサイド01 宗野　武司 砂塚　剛 鈴木　康義

5028 GROVE鎌倉D 藤田　達治 奥山　雅幸 内藤　芳久

5029 GROVE鎌倉E 池　陽介 力石　竜二 若島　大輔

5030 GROVE鎌倉F 齋藤　文克 吉谷　一幸 池田　紀行

5031 GROVE港北 健浩一番 鎌田　淳一 伊藤　健 真下　浩司

5032 GROVE港北ランタン・ルージュ２ 潟山　敬 片岡　昇 荒井　滋人

5033 GROVE港北朝練もがき 藤田　和男 山口　翔太 戸田　裕一

5034 GROVE港北あずみのライダー 金子　智紀 坂本　昭 坂井　太郎

5035 GROVE港北Around40 遠藤　誠 川元　浩貴 村岡　大輔

5036 GROVE港北M-WORKS 高本　裕司 能勢　剛史 林　恭彦

5037 GROVE宮前平A 青木　勲 石井　敦士 菊田　直明

5038 GROVE宮前平B 田原　大助 本　章宏 柏岡　潤二

5039 GROVE宮前平C 植田　哲弘 松澤　英樹 佐々木　健一

5040 GROVE宮前平D 武田　徳悦 大久保　洋 指平　繕和

5041 GROVE宮前平E 田中　廉 村上　惇 寺田　慎一

5042 航空電子自転車競技部A 小口　慎雄 重　由一 久保　光司

5043 CHB 山梨　充照 山本　学 大坂　誠

5044 TEAM THE SLOTH 横溝　和寛 小代　浩之 相原　晴一朗

5045 チームＴＧＥ（ゆうきさん頑張れ！） 長尾　則良 長坂　祐樹 仲野　有輝

5046 TB関東支部 Aズ 萩原　泉 関　浩一 鎮原　幸太

5047 ぶんちゃり 高津戸　敬太 荻田　達也 大島　健基

5048 ミーティアーズB 石坂　弘樹 平石　良昭 神　利浩

5049 ミーティアーズC 稲田　則夫 中村　圭介 久郷　幸生

5050 野外活動サークル 吉岡　憲吾 和田　一輝 吉田　悠之介

5051 山内輪店A 山内　剛 近藤　亮太 熊谷　慧

5052 山内輪店C 佐々木　洋 桑島　誠 鮫島　毅

5053 山内輪店D 坂　孝司 山内　康晴 細沢　颯

5054 ClubdeCiclismoYurin 甲田　裕一 堤　大輔 増子　祥史 村上　暢哉

5055 Team S.S.R 寺田　幸一 檜山　博正 岡戸　龍 福島　洋二郎

5056 TONO 竹田　慎吾 小椋　健太 西本　侑司 尾池　一樹

5057 ミーティアーズA 竹内　雄二 松井　雄介 村元　仁 吉田　進太郎

5058 HTRoadersA 辺見　政志 松島　陽平 金丸　和広 岡田　紘樹 山口　洋平

5059 HTRoadersB 重田　真利 小林　努 加藤　徹 斎藤　良太 佐々　康二

日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル

選手リスト
※2018年9月6日(木)時点での情報です。



■ キングの部　男子ロード・チーム
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

5060 storm riders 浪崎　智 小杉　淳 池田　英昭 小島　徹 舟元　弘一

5061 青輪会OB 青木　悠輔 吉岡　賢 入沢　太一 吉池　大樹 瀬田　謙一

5062 野毛山エクスプレス 渡邊　真和 白坂　寮 岡部　友彰 白岩　利映 加藤　秀幸

5063 346PROレーシング 今井　裕愛 朝香　維真 熊田　雄一 谷口　弘晃 米田　拓弥

■ キングの部　男子車種混成・チーム
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

5101 GROVE港北OnOffライダース 吉田　和永 吉原　正人 村松　康一

5102 航空電子自転車競技部B 小宮　僚介 鳥海　秀明 吉越　優太

5103 Team 深中'80 斎藤　雅彦 鶴田　泰史 神代　博史

5104 チームガジェクラ 直井　佑馬 中村　一星 西村　和洋

5105 代々木ＲＣ 笠原　暁 中村　康造 松坂　義之

5106 GROVE港北帰るまでがレース 森茂　洋 藤間　明 小林　友樹 前田　秀司

5107 TeamGruppeto港北 杉浦　真一郎 井土　伸彦 松本　和仁 桑島　大志

5108 ポタとも。 荒井　康充 野村　敏礼 小村　仁志 古味　祥吾

■ キングの部　男女混合ロード・チーム
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

5201 あずさ1号2号＠打倒！水中毒 小島　聡仁 上野　梓 田中　勉

5202 cannondale横浜ベイサイド00 鈴木　哲朗 戸井田　直子 藤巻　寛

5203 cannondale横浜ベイサイド02 亀井　保 倉増　宗幸 太田　靖子

5204 cannondale横浜ベイサイド03 鈴木　順美 宮越　篤司 谷田　一真

5205 GROVE鎌倉A 吉田　良子 織間　康行 加藤　翼

5206 GROVE鎌倉B 松林　純子 飯島　美里 舟橋　裕人

5207 GROVE鎌倉C 力石　延子 竹田　雅 真辺　晋介

5208 GROVE港北Bチーム 齋藤　雅彦 大倉　純 大倉　優華

5209 GROVE港北トラ井田 岡部　貴広 山下　秀幸 岡部　明子

5210 GLOVE港北ふわっと 能勢　祐子 高本　公子 小林　紋子

5211 サバトラーズ 佐伯　敏章 佐藤　咲子 大柴　優樹

5212 せっしょんA 萬羽　拡昌 田口　侑依 木村　祐人

5213 せっしょんB 佐藤　誠 小野澤　大志 黒澤　愛美

5214 TEAM AKIRA 番場　徹之 番場　咲樹 久保田　昂

5215 チーム小田原 加藤　淳一 松橋　真弓 玉仙　健一

5216 なるしまフレンド 黒田　茂夫 水澤　典子 上原　嗣則

5217 風魔横浜00 高木　友明 横尾　明久 鏡原　アスカ

5218 風魔横浜01 渋谷　保 鈴木　貴芳 高井　円香

5219 風魔横浜02 栗原　由香 田中　海来 松下　努

5220 Bottoms up! 秋枝　成隆 川端　智子 平田　悦三

5221 和光ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸｻｰｸﾙ 吉田　啓悟 内藤　瑤理子 羽上田　明彦

5222 ティームbonjour16 中野　豪介 猶原　聡 甲田　以与 MARCJAN　Julien

5223 meiji Cycling team 磯野　洋一 吉田　菜々絵 西岡　陽介 岡　雅也

5224 山内輪店B 山内　真理 加藤　紘基 太田　順 和田　義則

5225 アヤトＴＳ 横溝　務 佐藤　純 相澤　真徳 佐々木　妙子 筒井　亜由美

5226 チームにゃびっと 鈴木　茂之 小林　誠 小林　礼於 渡辺　麻希 盛田　瑞穂

5227 チームnejee 中田　健太郎 篠宮　章浩 田中　雄介 高津戸　由香 祢寝　大輔

5228 ﾁｰﾑﾋﾟｴｰﾙ 高島　茂 越智　浩一 堀井　伸夫 武部　克洋 湯川　香麦

5229 TCAサイクル 新井　正二 吉田　武 三代　幸子 松田　冴子 松田　広則

■ キングの部　男女車種混成・チーム
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

5301 品川CC  水中毒 高橋　亜希子 立山　雄 藤原　光洋

5302 ティーム佑介が決めれ 近藤　研一 髙橋　佑介 角田　裕行 山崎　陽子

5303 市川サイクル 市川　健吾 市川　真弓 長澤　和之 村井　正志 三好　学

5304 Sagami Da Zei 築田　あずさ 宮下　成美 坂田　渉 廣田　良輝 内田　孝浩

5305 チーム溜まり場(仮) 石橋　美幸 石橋　くるみ 石橋　いちご 徳冨　史郎 関原　誠

5306 charips 若林　洋輔 加藤　禎弘 橋爪　道保 鶴見　拓也 川岸　優

■ キングの部　フラットバー
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

5401 Super DAT Racing 有松　東嗣 堀池　成一郎

5402 B.Y.C.C. 荻原　秀敏 荻原　敦子 宇田川　鉄夫 毛利　浩二郎 岩渕　広次



■ 3時間の部　男子ロード・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

3001 SUIRAN40CC 磯村　貴士

3002 糸井　高行

3003  Team Bremen 宇梶　勇気

3004 鵜澤　慶徳

3005 りなみか 牛久　晋佑

3006 ペイスターズ 荏原　浩明

3007 Panabishi 大来　英之

3008 あらかわZoo Racing 扇原　勇二

3009 ピアチェーレヤマ 大串　翔太

3010 Team Bremen 大濱　英亨

3011 丸子橋ろーどくらぶ 岡田　大樹

3012 岡田　優輝

3013 小川　健一

3014 沖花　晴信

3015 RCOJ 片桐　博也

3016 team九 河田　邦広

3017 菊池　健太郎

3018 木村　文彦

3019 熊木　敏

3020 黒川　涼太

3021 MAME CYCLING TEAM 斎藤　啓太

3022 坂本　圭

3023 Team SPARC 佐事　隼次

3024 Chari2.0 島倉　正博

3025 末松　洋介

3026 須山　伸広

3027 ＴＺＥ 高川　滋人

3028 Pink Check Speed 高橋　隆太

3029 高村　達史

3030 仏式チョッパーズ 田中　真平

3031 chari2.0 田中　隆太

3032 chari2.0 富田　潤

3033 Team Bremen 中尾　真一郎

3034 中島　清孝

3035 アルディエンテス 濁沼　貴志

3036 Roppongi Express 西山　琢馬

3037 ちばサイクル 野澤　平和

3038 野村　俊行

3039 橋本　朋彦

3040 風魔横浜 彦久保　優紀

3041 風魔横浜 蛭田　智啓

3042 深澤　誠

3043 深澤　実

3044 藤村　紘一

3045 BEX ISOYA 藤原　稔

3046 MIVRO 松木　匡宏

3047 松島　敏幸

3048 椿三十郎 松延　秀夫

3049 箕輪　昌啓

3050 宮川　正和

3051 バイクタウン・サイクリング 宮原　岳如

3052 Team Dky 森榮　晃彦

3053 横山　宗朋

3054 若林　蔵月

■ ３時間の部　女子ロード・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

3101 白崎　芙美子

3102 team野良猫 土屋　奈穂子

3103 BEX ISOYA 藤原　幸子

3104 藤原　里絵子

3105 若林　葵雪



■ ３時間の部　男子ロード・チーム
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

3201 URBAN TRACK CLUB 佐久間　嘉明 幡野　雄二郎

3202 青ガエル友の会A 木村　拓善 小池　克典

3203 青ガエル友の会B 籾山　弘行 野澤　峻平

3204 エアにゃーず 柳谷　浩 本居　修

3205 A&T営業第二部 亀岡　直幸 小松　勝明

3206 A&T齋藤家 齋藤　康仁 齋藤　公貴

3207 SBC港北センター南 大網　一志 長澤　嶺

3208 SBC港北センター南 関澤　裕一 佐藤　由洋

3209 SBC港北センター南 猿田　謙一 嵯峨　圭介

3210 エンジ愛好会UPPY 伊勢　昇史 加藤　順也

3211 エンデューロ (耐えられない) 竹田　龍馬 鳥成　秀祐

3212 大黒豆 石渡　智之 長谷川　昇克

3213 神谷町サイクリングクラブ 藤田　晋平 堂野　亜久里

3214 CROWN ROAD 赤鬼 原　幹人 野口　崇

3215 Grand Depart 藤田　真澄 渡辺　貴之

3216 クルセイダー 坂本　岳歩 坂本　嶺

3217 齋藤家 齋藤　隆英 齋藤　隆騎

3218 サニクライム　チーム煌 鈴木　健 栃倉　学

3219 心理の御霊家虎ファイボ・ワイパー 高木　歩夢 大矢　芳優

3220 Suiran40 pink 桃薗　時矢 長坂　誠一

3221 STAR ROAD 田代　太一 土居　和弘

3222 SEO大泉H＆K 樋口　大記 神田　悠

3223 セバスチャンズ 高橋　良尚 木原　大輔

3224 SodickCyclingClub C 髙木　大輔 和田　隆広

3225 Team OKMR 岡田　崇暉 村崎　直樹

3226 TeamKO 神田　賢一 小澤　正紀

3227 Team PhoenixContct-C 木本　敏広 室田　陽一

3228 Team　B&W 遠藤　裕孝 黒崎　大悟

3229 Team Bremen 富田　浩太朗 浅島　和稔

3230 チーム植田 植田　一成 岡田　浩和

3231 Team内田商店2軍 市原　洵 菊池　純

3232 チームOB 野口　誠 千葉　浩明

3233 Team Gruppetto 新谷　敦史 細淵　憲太

3234 TEAM THE SLOTH X 相原　孝一 亀井　友幸

3235 Team phoenix グエン　ジュン 征矢野　翔也

3236 チームホイサ 加藤　賢太郎 大野　芳和

3237 Team Yako 樽家　昌也 梅本　佳宏

3238 Chari2.0 山下　克司 山下　楓太

3239 choco＆mint 内田　康裕 松田　光司

3240 take-D.A. 武田　雄美 武田　拓也

3241 東京カフェポタ倶楽部チームＨ 櫻井　秀治 斎藤　孝二

3242 東京カフェポタ倶楽部チームＳＬ 芝田　佳宜 武笠　玲央

3243 towa 小川　涼生 山縣　悠也

3244 TONY Racing A 春山　祐一郎 井上　裕太郎

3245 日産工機じてんしゃ倶楽部１ 渡邊　明男 高橋　忠

3246 日産工機じてんしゃ倶楽部２ 伊藤　康之 関谷　隆幸

3247 日産工機じてんしゃ倶楽部３ 長尾　勇助 船津　匠生

3248 bike port 田中　翔悟 切田　滉人

3249 Bikeport イソさん イバさん 相葉　之文 磯崎　翔一

3250 パスコ自転車部Aチーム 熊川　和秀 堀川　和利

3251 パスコ自転車C 西村　一人 上野　昂幹

3252 パスコ自転車部D 大木　隼人 木下　牧

3253 82 小島　隼 永島　祐太

3254 春山軍団 吉田　隆行 春山　博央

3255 FIRST LAP 澤田　悦郎 金子　浩一郎

3256 ファーストラップ　チーム秋山 秋山　周一 中嶋　剛

3257 フィフティーライダーズ 白川　弘樹 岸　正彦

3258 富士宮やきそば 望月　和真 渡邊　公二

3259 pedalistマジシャン 土谷　賢典 児玉　淳治

3260 みすずが丘小学校3年1組 森　孝太郎 曽我　啓一郎

3261 みすずが丘小学校3年2組 渡辺　和博 里見　憲彰

3262 ミドルローディ1号*2号 国光　誠一 武田　健冶

3263 Moccori:Z-A 宮田　正行 田中　亘

3264 Moccori:Z-B 小泉　智 桑田　康之

3265 Moccori:Z-C 高橋　祐司 蓼沼　嘉宏



■ ３時間の部　男子ロード・チーム
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

3266 横濱アイス工房 飯田　広之 安部　光訓

3267 ラフダイアモンド 山口　伸二 金山　俊昌

3268 ﾚｰｼﾝｸﾞﾗﾌﾞﾗｲﾄﾞ 鈴木　晶 小川　駿胤

3269 WUG！ Racing 望月　慶太 浅野　慎一

3270 RCC-A 田畑　俊平 合田　毅 吉冨　弦

3271 RCC-C 長瀬　弘之 横山　孝徳 岡本　悠

3272 愛のアボカドの花 前島　康宏 新保　淳一 中野　琢哉

3273 怪しいアボカドの種 武井　敏由紀 上野　進 綱島　宏美

3274 美しきアボカドの心 山根　宏樹 小西　章裕 塩谷　賢史

3275 A&T湘南のお兄さん 小山　翔太 掛川　竜馬 岸川　徹亮

3276 HTR 板倉　保市 古市　雅道 中尾　進一

3277 S2S 錦谷　智行 錦谷　直頼 水野　晋宏

3278 SINCK 後藤　優 鈴木　隆浩 道又　篤史

3279 おいしいアボカドの実 薄井　毅 佐藤　肇 石井　智志

3280 OBA人力二輪会-5 大井　宏仁 工藤　貴一 藤野　秀明

3281 カナガワランチライド会 椎名　倫矢 丸屋　勝良 上田　直毅

3282 株式会社こばやし 松永　晃希 小林　裕樹 青野　祐貴

3283 ギガペヤングレーシング 高井　良春 柿澤　謙太朗 門松　海樹

3284 CROWN ROAD 桃太郎 村上　正敏 上地　成就 長谷川　祐希

3285 Kwaremont Van Cauteren　Marc Wallace　Jonathan Hollow　James

3286 KBCｷｮｳﾃﾞﾝ　チームA 鈴木　聡 柏木　宏規 伊藤　潤

3287 KBCｷｮｳﾃﾞﾝ　チームB 尾見　昌英 松原　玄 高野　郁

3288 COGGEY青葉台 チーム江ノ島ポタ 瀬良　昌大 浅水　涼 瀧口　仁

3289 コギー青葉台NOMIチーム 高田　康司 大貫　信二 久保田　浩二

3290 コギー青葉台B 江口　俊宏 ウエスギ　カズヤ 中登　義仁

3291 サニクライム　チーム鮭 鈴木　勝則 大村　公則 菊地　公也

3292 33x3 小林　寛章 細田　直樹 山本　真寛

3293 Sunday Rider's 田村　哲郎 木村　幸治 祖父江　雄介

3294 JEC選抜チーム 田中　淳一 小島　正和 萩原　貴弘

3295 しらこばとブラザーズ 小林　長 安田　奏平 大熊　真史

3296 新百合自転車競技部 石井　秀和 菱沼　俊樹 笠原　佑太

3297 住友電工自転車倶楽部横浜 小柳　佑平 城田　幹久 瀧口　治仁

3298 SEO大泉K＆M＆K 勝山　弘 牧山　順 小寺　喬大

3299 Sodick A 高木　圭介 久保　光宏 中本　康博

3300 Sodick B 梶　俊夫 津田　裕樹 大塚　計史朗

3301 チーム KURODA feat. 内田 内田　次郎 鶴岡　安信 樋田　隆盛

3302 team sora 菅原　健一 小泉　直樹 柴田　明季

3303 TEAM DREAMER THM 松井　茂 中鉢　保弘 細矢　昌宏

3304 TeamPhoenixContact-P 中村　大介 佐藤　智 彦田　雄一

3305 チーム上野井上大谷 濱田　聡史 村井　克之 大石　潤

3306 TEAM CALF 石永　孝士 市村　駿 黒田　俊平

3307 Team Guruppetto ｽｲｰﾄ 大森　孝夫 渡邉　龍平 福島　彰男

3308 Team KOMIYA 小宮　賢治 小宮　智広 小宮　空

3309 TEAM DREAMER TMC 中川　隆司 斉藤　道雄 橘　繁成

3310 team rion 2 入澤　俊彦 豊田　淳治 米倉　裕二

3311 TEAM Y2K 濱田　康之 千田　圭佑 上加　航平

3312 TUCC 山口　徹也 西川　新二 谷田貝　行弘

3313 ちばサイクルファンチームF 冨永　英治 古舘　尚己 阿部　暖矢

3314 ちばサイクルファンチームT 高橋　誠次 鈴木　正人 四角　修己

3315 TRCB ヴェイダー 渡辺　潔 近藤　敬浩 小澤　敬

3316 TRCB ヨーダ 渋谷　雅男 張替　明 田宮　弘之

3317 東海大学サイクリングサークル 富澤　孝雄 冨田　倫啓 伊藤　功一

3318 東京ピスタチオ 伊藤　健一 安藤　大飛 竹内　靖法

3319 DOMAN PEDAL 杉下　文哉 石田　憲一 中川　朋彦

3320 TONY Racing B 山岸　信久 相賀　崇 小林　達大

3321 DREAMER GTO 金子　智義 真栄城　玄太 大貫　博道

3322 ヒノタマ 国森　将生 川島　健太郎 椎木　庄平

3323 ブラックタイガー 山崎　篤史 石川　泰式 飯田　卓也

3324 ヘルシェイク矢野 高柳　翼 望月　樹 浅見　航聖

3325 pompier c.c. 石渡　宏典 木原　渚 菊池　信吾

3326 MAGNA 小関　真一 山崎　誠 丸山　貴之

3327 MAME CYCLING TEAM 佐野　信章 菅野　勝幸 野村　勉

3328 南多摩自転車Ａ 城山　渓 浅川　恭平 清水　慶太

3329 【夜会】&AB;会Withペダルダディ 越知　竜士 笹生　高広 中村　徹



■ ３時間の部　男子ロード・チーム
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

3330 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ01 石和　健佑 井出　直人 尾坂　甚伍

3331 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ02 中谷　一也 内田　高志 樋川　拓也

3332 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ03 井川　民夫 小野　貴博 舟橋　健太

3333 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ04 藤田　敦 菅沼　篤人 大和田　郁史

3334 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ05 高田　雅之 持田　成雄 永山　龍介

3335 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ06 永田　毅 山岸　哲也 野口　貴大

3336 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ07 相原　優 小川　広志 田中　独歩

3337 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ08 福田　良 福元　真 笠井　直樹

3338 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ09 髙橋　勇稀 渡邉　継 今村　圭

3339 Re-Works 前田　洋輔 石鍋　隆昭 永田　進

3340 IronHeart 大倉　伸一 佐藤　正樹 堀井　昌弘 川戸　博信

3341 NH2Y 小林　範雄 小林　良和 亀田　幸弘 和内　博樹

3342 OCEANS-r 石本　哲也 松本　剛典 田中　健二 武井　雄一郎

3343 学生たちでのんびりと。 古川　優 田中　亨長 村上　翔馬 柿原　湧生

3344 KPCT 渡辺　翔太 前澤　勇士 斎藤　三智徳 川野　光太郎

3345 ジャンチュウ 山本　率揮 山本　晃揮 中川　伸 中村　知博

3346 Team Grupetto 篠連スピード 藤田　康博 黒田　侑 鈴木　宏行 八巻　和喜

3347 BST Beast Mode Van Cauteren　Arno Hollow　Sennon 菅原　空音 宮川　マコウ

3348 pedal daddy 10 Anniv 宮岡　研一 宮本　英晃 山崎　宏樹 穂坂　創一

3349 ホイペッツ 天野　淳 小倉　一穂 古田　章一 笠原　秀晃

3350 Maria KRY Racing 林　健治郎 関根　律樹 北島　優人 木内　凛央

3351 ／／／ 水野　雄介 山谷　武司 増山　慎二 大久保　駿 市川　創

3352 Team O.C.C 藤井　穣 山崎　智久 戸出　光一 栗原　大祐 下村　正明

3353 チームまちさがB 丸山　晃 中村　公信 小池　寛記 森　直樹 住友　嘉樹

3354 ペダルまわそ？ 高橋　佑輔 澤田　俊介 間野　由起彦 岩崎　盛俊 中田　壮明

3355 横歯RoadRacers 篠原　泰弘 佐藤　英夫 林　譲治 川滝　統一 佐貫田　尚亮

■ ３時間の部　男子車種混成・チーム
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

3401 Scuderia USSY corse 牛窪　大輔 秋庭　融

3402 多摩浪漫 渡辺　慧 永田　雄也

3403 Team COG ザキ＆豊栄 山崎　真 上田　光男

3404 BikePortRacingTeam 都築　瞭太 木村　真紀人

3405 BikePort RT FTB 高橋　翔 藤井　旭登

3406 PPA 馬場　好一郎 小林　保翔

3407 Mix D-Live 田中　一平 海老原　裕利

3408 ラビット 亀井　孝将 山本　幸一郎

3409 ＷＩＮＧＺＥＲＯ　Ａ 松尾　和明 尾崎　寛範 岩本　薫

3410 荏田北サンカントA 岡根　吉伸 泉谷　経司 岡村　義行

3411 荏田北サンカントB 古谷　英之 森上　仁 真砂　祐氏

3412 OBA人力二輪会-3 上野　嵩太 中村　裕太 川添　航

3413 OBA人力二輪会-4 森本　慎吾 青木　峻二 川崎　紘誉

3414 鴨川ムジナーナ 宮川　治郎 平柳　好一 新津　啓太郎

3415 くら友ペダル 吉原　康祥 小松原　秀幸 大久保　光晃

3416 住友電工自転車倶楽部横浜Ａ 佐々木　孝一 山本　義典 津谷　肇彦

3417 せやまるペダル ファイヤー 大西　稔彦 高嶋　和樹 平山　友章

3418 多摩ポタぐでたま～ず 木立　進也 工藤　浩太 門倉　政博

3419 チームデンダイ 川口　陽一 御子柴　敦 石高　勉

3420 チーム美登利3K 黒田　哲也 久保田　正志 河野　秀貴

3421 chappy!! 角熊　祐司 平川　雄一 千葉　恵治

3422 PENGUIN RIDERS 木原　直幹 池畑　恒志 西田　和史

3423 ほそにゃん 飯島　将来 細谷　誠 羽上田　明彦

3424 お肉大好き 松原　一郎 森下　馨一朗 浦辻　智晴 嶋　誠司

3425 OBA人力二輪会-1 阪口　雅信 小林　晃 兼丸　隆裕 伊藤　憲男

3426 OBA人力二輪会-2 安田　直樹 滝瀬　敦士 大野　茂則 中野　孝二

3427 CandyR  F 鈴木　英士 岩崎　均 福　渉一 上坂　直弘

3428 CandyR  O 大串　和由 関　哲和 清野　昌樹 小関　隆之

3429 ゴールデンウェーブ 上村　裕介 中村　亮太 守谷　紘平 金波　慶充

3430 住友電気工業自転車倶楽部  横浜B 麻生　健一 荒川　敬 川崎　勇二 弭間　達哉

3431 SEPPA 山内　聡 牧野　修平 松野　隼也 葉山　健介

3432 TOKAI DREAMER 齊籐　誠悦 牧野　宏紀 近江　邦夫 小伊藤　武

3433 真夜中のラブレター 友坂　匡一郎 鈴木　一真 樋口　慈一 奥井　大輔

3434 CLUB045 河村　昌美 小池　太輔 下条　隆幸 相羽　洋一 藤原　一也



■ ３時間の部　男女混合ロード・チーム
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

3501 A☆Rakan 渡邉　寿幸 杉山　和美

3502 A&T新井家 新井　順 新井　貴子

3503 S.F.I.C. RC 鈴木　修 高橋　友里恵

3504 ＳＢＣ港北センター南 瀬谷　祐介 山田　祐子

3505 MORIV 森　俊明 森　成美

3506 柴犬&roadies; 吉村　健央 吉村　亜紀子

3507 SPICE 伊藤　博之 小黒　麻理子

3508 SPICEその2！ 星　恵子 大澤　正

3509 チーム・チェレステ 橿村　智恵子 中島　秀之

3510 チームサクサクバンク 野嶋　一宏 中村　淳子

3511 TeamSOUL 西脇　隆雄 西脇　美子

3512 Team Dky 和沢　大輔 和沢　裕美

3513 tom's cycling 富田　駿 富田　美穂

3514 ナカマラ食べ歩きブログ～日産スタジアム編 中村　元紀 宇都宮　あゆみ

3515 日本ろう自転車競技協会 早瀨　久美 早瀨　憲太郎

3516 bikeport02 有海　早貴 大釜　萌

3517 ハンドポット 眞鍋　勝己 小林　すみえ

3518 FARs YOKOHAMA 豊島　正司 加藤　奈穂子

3519 RCC-D 原田　芳紀 劉　素瀅 白井　俊之

3520 RCC-B 山根　富裕 北村　昭彦 新坂　志保里

3521 Eighteen Days 赤間　遼 平田　勝 橘　静香

3522 AB会チーム1 清水　厚善 前田　くみ子 前島　輝

3523 ERIPON 立原　えり子 立原　昇 水田　勝也

3524 CROWN ROAD きび団子 山本　洋平 山本　理沙 蓑部　潔

3525 shortriders 野上　恭史 野上　美子 田中　彌一郎

3526 たまプラＦＡＭＳ－Ｃ 川崎　大祐 川崎　美香 大谷　宗之

3527 中年『ああああ』 成尾　典朗 中村　泰司 塩濵　直子

3528 チーム KURODA feat. 角田 角田　今朝幸 長谷川　由紀 山田　達也

3529 Team Lion 峯　司 坂大　一雄 元田　ちさと

3530 Team SaiwaiHP 高橋　昌子 紀平　浩幸 佐藤　政延

3531 teamびあんき 周藤　千尋 安喜　靖幸 中村　美樹

3532 パスコ自転車部B 三浦　治直 高田　陽子 坂田　博昭

3533 Pistachio Blue 森末　ちなみ 福田　耕平 宮脇　浩

3534 pedal daddy 10 L&G 栗田　順子 谷田部　隆行 高橋　繁樹

3535 みすずが丘小学校 3年3組 鈴木　涼 田代　季美江 榎本　奨

3536 山内輪店チームS 瀬戸口　俊英 瀬戸口　広美 瀬戸口　拓未

3537 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ10 乙津　知駿 尾崎　茂範 鷹巣　響子

3538 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ11 矢野　一徳 西ヶ谷　誠 黒田　千香子

3539 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ12 青木　重久 望月　弘樹 佐野　春美

3540 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ13 岡野　中 渡邉　謙 河合　真実

3541 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ14 松江　雄介 親里　潤 鈴木　オリエ

3542 ロードバイク始めました。 向井　瞬 向井　麻紀 國司　和志

3543 Edochiano1 清水　和彦 三戸　一浩 佐藤　優太 平元　まなみ

3544 ORBIT 中野　航一郎 花田　啓翔 西野　あゆみ 伊藤　瞬

3545 くさやレンジャーwithヤマさん 山内　豊和 石田　枝里奈 石塚　成美 小島　唯

3546 SUIRANRAN 飯塚　幸子 飯塚　智洋 齋藤　明敏 廣岡　亜都子

3547 Team Gruppetto OL 守屋　智美 平井　隆大 宮川　一郎 江渕　邦彦

3548 T.C.C. Team-1 浜口　藍 浜口　高行 前田　雄基 柴　幸秀

3549 HEFFERS 家族一同 ヘファー　英子 ヘファー　クリス ヘファー　竜敏 ヘファー　華

3550 南多摩自転車部B 宮崎　祐輔 奥村　真美 松川　稔 田口　順一

3551 自転車帝国 大瀧　夏彦 清水　潤 三原　健 喜多島　孝成 小林　千代子

3552 Teamうみかぜ（三浦大根） 猪又　賢 大畑　慶将 金井　育美 奥田　訓久 新開　雄真

3553 Teamうみかぜ（三崎マグロ） 佐藤　一博 滝澤　加奈 佐山　広晃 西岡　美聡 田中　慶彦

3554 TEAMまちさが　feat. オレンジ奴 西嶋　傑 山﨑　諒子 田村　恭平 中嶋　康寛 若松　桜男

■ ３時間の部　男女車種混成・チーム
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

3601 Team Wonder-frog 立石　あゆ美 立石　信行

3602 TRCB 本間　稿 本間　美穂

3603 YU-4 棚谷　幸子 棚谷　裕介

3604 青ガエル友の会C 村上　恵 上野　智弘 大石　竜我

3605 多摩ポタ支部連合 本間　美央 佐々木　孝 鈴木　大祐

3606 チーム　ソラレン 岡本　孝男 岡本　梨絵 小島　奨平

3607 チーム小田原 小瀬村　典之 小瀬村　史 橋本　温之

3608 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ15 藤井　隆弘 邑上　泰平 佐々木　唯



■ ３時間の部　男女車種混成・チーム
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

3609 横浜湘南ﾂｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ16 百瀬　哲 藤原　徹 石川　美喜

3610 SEO大泉M＆A＆S&H 松下　清志 跡路　凌平 須賀　友寛 細田　智江

3611 T.C.C. Team-2 杉山　聡子 井本　英作 眞野目　毅 石川　直樹

3612 WUG!Racing 宮崎　太一郎 小澤　徹也 清水　崇志 石塚　菜々

3613 大森パドック 佐藤　洋信 荒井　一雄 塩沢　良洋 津田　早友果 張　瑞心

3614 まったりライド 桜井　利宏 大脇　輝久 山口　徳文 斉藤　由香 山中　伊織

■ ３時間の部　フラットバー
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

3701 小暮　茂雄

3702 ドーピング愛好会UPPY 村田　晋一 緒方　博昭

3703 リバー 川崎　理奈 越川　恭子

3704 ぽこあぽこ 中嶋　崇文 米澤　真人 千葉　宏彬 反町　一樹

■ ２時間の部　男子ロード・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

2001 秋篠　諒多

2002 朝井　陽介

2003 東邦医大自転車部 安島　和斗存

2004 KT会自転車部 荒島　謙

2005 Adagio 飯田　秀樹

2006 nitcc 石川　淳

2007 和泉　宏

2008 上竹　昭浩

2009 上原　政智

2010 EQMEN RACING 浦上　友和

2011 Rondine 太田　元輝

2012 ロアジス 岡田　和弘

2013 岡田　昇

2014 小川名　啓

2015 トニー 小野　友靖

2016 風見　慶浩

2017 六ッ川レーシング 加藤　直樹

2018 川本　寛

2019 工藤　浩太

2020 KT会自転車部 越仮　康雅

2021 小西　秀和

2022 KLUB KATZ 小山　祐介

2023 斎藤　義幸

2024 酒井　洋輔

2025 佐藤　賢治

2026 ARCC 島崎　稔史

2027 ARCCレーシングチーム 白鳥　興寛

2028 菅谷　英明

2029 MIVRO 杉浦　弘明

2030 しくろちゃりけった　 杉田　光陽

2031 クラブ・ロードロ 杉本　達哉

2032 Nexus横浜 鈴木　啓太

2033 鈴木　就亮

2034 チームオーベスト 須藤　聡

2035 高野　浩司

2036 竹下　隆

2037 東邦医大自転車部 田中　健太郎

2038 田中　宏幸

2039 田畑　朗

2040 千野根　拓哉

2041 bee 寺沢　晃良

2042 nitcc 道光　満広

2043 だほん塾 東條　崇史

2044 富樫　秀太郎

2045 戸田　淳

2046 富田　和彦

2047 中泉　正博

2048 長坂　堅太郎

2049 湘南浪漫 奈良　智晃

2050 西田　剛



■ ２時間の部　男子ロード・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

2051 teamぼくはんHi:BARD 西村　和史

2052 GROVE港北 野口　文彦

2053 樋口　和尚

2054 風魔横浜 彦久保　優紀

2055 チーム亀太郎 日比　之博

2056 ＡＲＣＣ 平形　洋生

2057 まりりん 古郡　圭一

2058 一人走友会 細田　実

2059 GROVE港北 堀田　敏行

2060 湘南浪漫 真山　敬司

2061 三平　善郎

2062 チームのりりん with ZCC 宮本　恭貴

2063 TeamDky 森榮　晃彦

2064 Ｙａｓ 安田　裕之

2065 山崎　卓也

2066 Adagio Cycling Team 山田　朗

2067 Adagio 山田　喜久

2068 湘南浪漫 山本　敦

2069 ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 山本　耕平

2070 CLUB Well done ! 湯澤　貴久

2071 横田　貴司

2072 E-Koto LIFE 横山　健太郎

2073 若林　蔵月

■ ２時間の部　男子ロード・チーム
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

2101 ＡＰＥＸ ＰＲＥＤＡＴＯＲ 吉文字　雅樹 七田　大輔

2102 IRISO TEAM GREEN 古田　朋大 江川　裕二

2103 IRISO TEAM BLUE 中山　利紀 坂本　駿介

2104 うさぎさんちーむ 平田　剛 佐々木　寛典

2105 ARCCレーシングチーム　アラフォー会 戸田　充晃 細谷　直

2106 ALDP 1 廣瀬　靖 三竹　康之

2107 MHCT-A 瀬田　和則 土田　祐樹

2108 MHCT-C 中嶋　洋治 鈴木　誠

2109 MHCT-B 猪狩　芳文 井村　雅之

2110 MHCTD 山下　耕 荒尾　真太郎

2111 kapyu2 鈴木　彦太郎 飯田　智裕

2112 KAMIZIMA 兼田　学 兼田　千雅

2113 還暦祝い 小林　茂 渡辺　博司

2114 キムカク 角田　幸則 木村　勝

2115 グリーンオーシャン 清水　泰喜 大橋　康秀

2116 ゴキブリーズ 福田　健吾 石川　直輝

2117 さぎぬまSCパパ丙午組 宮森　智雄 清田　逸雄

2118 TheNight 雪下　廉太郎 吉田　和弘

2119 pedarist 水沼　健一 岸田　理彦

2120 しげのぶ 軍司　浩伸 渡邉　滋

2121 シニゴリ 佐藤　卓哉 阿部　徹  

2122 湘南浪漫@H＆D 小林　雄介 石渡　大輔

2123 ＷＳ 佐々野　翔 門西　省吾

2124 tartaruga ① 内田　淳也 東　泰平

2125 tartaruga ② 斎藤　隆志 宮下　浩司

2126 tartaruga ④ 湯谷　宏明 三善　優紀

2127 tartaruga ⑤ 三村　聡 吉岡　廉

2128 TEAM MH 藤川　雅道 藤川　啓道

2129 TeamSW 村田　征治 鷲巣　弘之

2130 チームおとん 丸山　慎也 井東　親吾

2131 Team黒い三連星 吉田　健 竹富　大悟

2132 チームつる 松澤　幹夫 藤平　祈

2133 チームTKDK 中嶋　剛 中嶋　大地

2134 チームてんのすけ 小山　博史 藤橋　智広

2135 TRCB R2-D2 沼澤　勉 水川　陽介

2136 TRCB ルーク 渋谷　雅男 張替　明

2137 DEF Touring M Racing 皆川　晃法 前田　茂和

2138 Tehepelo E-boys 中川　浩輔 舘山　誉洋

2139 Tehepelo Dubui 山口　佳輝 大滝　亨



■ ２時間の部　男子ロード・チーム
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

2140 テヘペロアスワン 寺北　智之 内山　聡史

2141 Tehepelo CBoys 中島　佑介 一口　裕輝則

2142 Do and Up’s 植村　聡 加藤　彰

2143 2億4千万のケイデンス 峯　勝広 渡邊　豪

2144 日大ウルトラ 佐藤　颯人 矢野　雄太

2145 日古連合 日比　龍二 古川　由貴

2146 Peak spider 木場　竜雅 奥野　裕貴

2147 風魔横浜 上島　健 安藤　郁也

2148 ぶっちんぷりん 石川　慎太朗 木村　瑠似

2149 物理科同級生 峰岸　純一 若林　宏幸

2150 プリクシスレーシングチーム 軽部　拓実 伊藤　翔永

2151 プリホ肉 近藤　拓人 近藤　雄人

2152 ブルーオーシャン 川田　亮二 重野　英明

2153 ペダリストfire 青木　勉 山内　真

2154 Pedalist 中村　通伸 佐藤　勇人

2155 pedalist★☆ 矢沢　将志 笠松　潤

2156 Pedalist 福本　元 杉江田　健人ガブリエル

2157 pedalist 翔太覚醒 細川　大輔 井上　翔太

2158 Pedalist 背中にｷｭｳﾘ 水垣　偉弥 山本　秀明

2159 Pedalist Pan塾 安食　直明 上田　斉

2160 ペダリストR3 津田　靖 吉田　孝行

2161 ボッコボコレーシング 大石　研乃祐 佐藤　耀也

2162 MyFaceisBad 栗原　圭佑 田中　真吾

2163 三浦の友　R16 保田　幸範 鈴木　稔

2164 mondo 五月女　洋 五月女　誠

2165 弱虫パドル 山本　靖 山本　慧

2166  レッドオーシャン！ 石川　晋一 藤本　夏生

2167 WUG！Racing SHIFT 正岡　康佑 熱田　裕之

2168 和光ロードバイクサークルB 吉田　啓悟 遠藤　祥葵

2169 RF-A 相原　理 木内　裕介 TANG　CHUNG YIN

2170 ABS 歌原　哲也 竹田　侑輔 羽柴　雅人

2171 オヤジペダル 金田　宣治 高橋　隆行 古賀　亮一

2172 KASAHARA 笠原　敏 笠原　佳祐 笠原　綾

2173 北里大学自転車部レース班A 望月　敬太 作　紀昂 山田　大樹

2174 KMC 武富　風音 山崎　竣亮 早崎　匠

2175 ケチャマヨ 井保　貴之 日野　翔一 神谷　篤志

2176 さぎぬまSC33期パパ 近藤　圭介 郷頭　隼人 坂岸　隆史

2177 SourPepar 野崎　雄大 村田　直誉 本田　祐大

2178 JISO 石川　幸司 百瀬　英明 松本　航平

2179 Team HRS A 鈴木　孝弘 長谷川　洋平 佐藤　昌幸

2180 Team HRS B 生田　夏木 長嶺　昭 住　潤一

2181 TEAM　ZEUS 石坂　佳亮 今井　健悟 南海　哲治

2182 Team にゃんこ先生 久保川　圭祐 大木　健 磯辺　藤和

2183 Team IVA 阿知波　拡 伊藤　敬紘 板東　拓美

2184 チームEMR 山本　慶一 武田　純 川嶋　慎一

2185 チームEMR 小山　宗幸 坂本　賢一郎 小野　勝士

2186 TEAM「PPOH」 北島　裕之 林　史郎 熊澤　倫之

2187 CHICKEN BIKES 手塚　智也 松井　優太 細根　翔太

2188 Tehepelo Bombey 宇田　陽一 前田　浩史 原田　真志

2189 DeloitteCyclingTeamA 深澤　信也 片桐　和真 馬渕　直樹

2190 DeloitteCyclingTeamB 宮上　将義 北川　史和 中尾　友輔

2191 東海医学部A 藤谷　良樹 根本　康平 平野　瑛久

2192 東海医学部C 平野　瑛久 加藤　晃帆 渡邉　信次郎

2193 drawer THE C.C.　勝ち組 梶原　尚幸 鈴野　由清 前原　拓海

2194 drawer THE C.C.　聖職組 福田　ひろし 新谷　哲史 平野　光司

2195 Papua 影近　雄大 小堀　誠友 上原　僚介

2196 ◎P.L.E◎ 井出　匠 金城　秀樹 鹿島　裕生

2197 微速全身 片岡　武 林　和樹 山口　翔太

2198 FunnyRacing 藤井　淳次 君島　和久 森口　愛

2199 Pedalist50’S 渡辺　秀 野田　憲隆 藤田　一人

2200 南青山サイクルチーム 鈴木　伸昭 長谷川　孝彦 佐藤　大輔

2201 山崎特戦隊 広谷　悠貴 深澤　風励 大倉　恒輝

2202 北里大学自転車部レース班現役チーム 佐藤　翼 中村　光太郎 清水　達也 有村　省吾

2203 Ginjuku United 礒　暢秋 村越　亮太 羽賀　隆志 朝日　洋一

2204 地下鉄飛車 小室　承音 佐藤　将騎 奥谷　亮祐 田中　征志朗



■ ２時間の部　男子ロード・チーム
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

2205 デカ頭連合 石田　聖夜 及川　直史 渡辺　健太 鯉田　貴大 早田　巧

2206 レント自転車 本間　一臣 高木　伸彰 山下　貴俊 斉藤　祐太 杉山　洋輔

■ ２時間の部　男子車種混成・チーム
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

2301 IRISO  TEAM  RED 松崎　伸一 奈良　文生

2302 kapyu1 佐藤　真一 安部　智哉

2303 GRUPETTO310-teamA 長嶋　仁 桑名　真也

2304 GRUPETTO310-teamB 金子　禎胤 田中　秀樹

2305 新吉田レーシング 小山　楓 小山　桧

2306 DEF touring 内澤　明 中村　拓哉

2307 山内輪店E 竹田　公彦 吉岡　達也

2308 RF-B 二宮　直樹 野邉　毅 高橋　圭祐

2309 KPMG ｴﾝｼﾞｮｲのんびり 井上　喬 平山　昌樹 藤本　貴司

2310 さばミソレーシング 横溝　伸昂 阿部　幸弥 福田　晴哉

2311 田島と愉快な仲間たち 田島　貴弘 中村　純一 清水　真

2312 チームDRIP2500Y 瀧澤　俊樹 櫻井　政己 麻田　昌吾

2313 チーム朋友 濱田　朋之 木部　聖也 小栗　康弘

2314 TOKAI DREAMER 牧野　宏紀 近江　邦夫 小伊藤　武

2315 桜道パイレーツ 木佐　和与 大川　文吾 海老原　明 木佐　仁明

2316 東海医学部B 内藤　隆行 飯島　樂 藤谷　良樹 磯野　駆

2317 ULJ+1 小島　浩 臼井　佳史 松本　晃啓 河村　修

2318 KBC 井川　理 戸田　裕治 鈴木　大祐 相原　光 福島　彰男

2319 drawer THE C.C. 店長組 山路　篤 橋本　昌巳 木瀬　雅亮 太田　誠 本間　琉維

■ ２時間の部　男女混合ロード・チーム
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

2401 アトリエ・ジャム 伊藤　淳 南　美樹

2402 M&M's 小澤　真 小澤　真智子

2403 おがちゃんず 小笠原　恵美子 小笠原　治

2404 おくまる★ねこまる 奥山　ゆり 奥山　智史

2405 境相レーシング 安斎　裕幸 安斎　弘子

2406 湘南浪漫 小早瀬　敦 和田　美佳

2407 新吉田レーシング 鮫島　宏 小山　悟慰

2408 ソシオレーシング 森田　大 白崎　芙美子

2409 ちーむ　たかがあ家 高川　滋人 高川　佳乃

2410 チームks 永田　光次郎 渡邊　さえ

2411 チームSS 滋野　順子 鈴木　直彦

2412 チーム小田原@生姜焼きと親子丼 加藤　淳一 山根　菜穂

2413 チームらりるん 諸星　結香 近藤　康之

2414 Harmony anytime 高井　良春 小島　唯

2415 funer・ガチポタ撲滅委員会 青木　麗奈 内山　大輔

2416 Pedalist HIRO×2☆STAR 桑田　武彦 廣瀬　博子

2417 Ｐｅｄａｌｉｓｔともう一人 菊地　朋季 河田　明子

2418 三浦の友 のっちーず 平野　勲 草野　誠子

2419 山内輪店X 松島　拓人 西川　沙代子

2420 ゆっくりさん’s 本郷　伸 阿部　志織

2421 LAPIN 小林　瑞穂 佐島　徹

2422 Adagio_ASO 平野　伸一 本田　綾子 奥山　章

2423 あらいぐま 金井　岳 福田　英右 中島　美恵子

2424 FUKY 占部　宏二 滝口　由紀江 澤井　双羽

2425 かめさんちーむ 河野　晋悟 小南　瑠梨 松岡　知紀

2426 KT会自転車部チームSAI 印南　智仁 有馬　真作 坂口　真帆

2427 TEAM「PPOH」 堆　正弘 一條　あさひ 竹内　和恵

2428 Pedalist 呑みトレ部 山崎　泰史 安田　満 木川田　雅子

2429 らいでぃんぐさんず。 櫻井　裕治郎 音成　快活 金井　千恵子

■ ２時間の部　男女車種混成・チーム
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

2451 kksonobe 園部　和男 園部　久美

2452 新吉田レーシング 別所　美貴 荒井　大樹

2453 team 約50 福本　圭司 福本　摩理子

2454 TRCB レイ 漆畑　修 高橋　昌子

2455 TRCB レイア 菅野　俊久 西澤　味代子

2456 ファントム湘南 清水　崇志 石塚　菜々

2457 MixD-Live 内山　貴夫 本村　理美



■ ２時間の部　男女車種混成・チーム
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

2458 JTR 久野　正人 久野　令子 高坂　敦之

2459 チームアフロ 時田　優輝 時田　和彦 大石　優

2460 TEAM「PPOH」 竹内　幹尚 堀金　弘幸 牧石　光代

2461 KPMG ちょいｶﾞﾁ 黒澤　誠 木原　大輔 内海　妃佐子 金井　裕文

2462 SHARE THE ROAD 渡部　良太郎 酒井　博之 三原　和真 小牛田　恵理

■ ２時間の部　フラットバー
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

2501 武蔵砂川ツーキニスト倶楽部 湯淺　裕一郎

2502 籔下　大介

2503 NTN磐田 尾崎　紘規 田中　智之

2504 かずまくん 鈴木　一磨 太田　浩司

2505 凸凹銀輪隊 本山　郁文 千頭　弘幸

2506 マック 松倉　勝美 中川　靖之

2507 Mix D-Live 宮崎　太一郎 田中　一平

2508 余分三兄弟　塩分 清水　秀一郎 大和　道人 長谷川　亮

2509 余分三兄弟　糖分 入澤　英樹 長谷川　哲也 宮本　和徳

2510 チーム安開とんぶ～ズ 山本　秀明 庄司　博之 木戸　麻亜子 大井　康介

2511 余分三兄弟　脂肪分 西村　俊介 薬師寺　啓介 佐竹　数英 佐竹　美穂子

■ ２時間の部　小径車
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

2601 TEAM小輪爺 秋山　智宏

2602 五十嵐　浩二

2603 だほん塾 ミニ 宇野　和孝

2604 鈴木　惠千代

2605 暗黒技研 早川　泰弘

2606 モールトニア 二見　広太

2607 松岡　正倫

2608 暗黒技術研究所 三井　薫

2609 暗黒技術研究所 安田　顕

2610 山田　尚幸

2611 住友電気工業自転車倶楽部  横浜E 建部　孝一 麻生　健一

2612 ボッシュバイシクルクラブ 梶原　剛 小山　牧朗

2613 MiddleAge 長瀬　貴之 野田　秀朗

2614 TEAM C.C. 矢口　大介 高畑　明 笹森　友幸

2615 チーム晴大 石井　成久 石井　睦美 田辺　藍

2616 チキンチャリダーズ 石黒　剛 鷲見　涼 森川　由菜

2617 バイクサンドサイクリングチーム 石塚　二郎 濱田　忠義 小川　将弘

2618 赤い酔星ドッペラー 吉田　裕之 樺沢　正利 野口　聡 百溪　友一

■ ２時間の部　ママチャリ
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

2651 WUG!Racing☆Polaris 古谷　鎮男 元平　達朗

2652 鬼ハンドル 吉田　貴臣 辻　雅 永友　良季 安保　澪

■ ２時間の部　ファミリー
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

2701 アマノガーデン 天野　聖也 天野　泰樹

2702 GROVE港北 宮本ファミリー 宮本　訓寛 宮本　奏穂

2703 GENMA 長田　源生 長田　雅行

2704 コウスケ 山川　淳志 山川　瑛佑

2705 SUGA Family 菅　琢朗 菅　遼太朗

2706 Team DAIKI 斉藤　大樹 斉藤　昌幸

2707 Team D-Y-S 原田　大祐 原田　祐輔 原田　舜輔

2708 チームDRIP2500X 阿部　裕志 高岡　和彦 高岡　和也

■ ２時間の部　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

2801 東邦医大自転車部 鶴岡　ひかる

2802 東邦医大自転車部 松﨑　桃子

2803 三ﾉ輪　かなえ

2804 GROVE港北＊ 山崎　純子

2805 SUMIT Fairies 武田　優子 飯田　奈月

2806 tartaruga 　③ 黒田　あゆみ 中平　陽子

2807 TEAM DREAMER  H &T 細矢　由美子 橘　直美

2808 drawer THE C.C. 女組 太田　恵理子 平子　舞 前原　みなこ



■ ２時間の部　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

2809 Pedalist 女子 山本　一恵 内堀　昭子 矢沢　亨

2810 百花繚乱 矢口　麻美 西垣　悦子 久藤　貴子 蔭山　侑美

■ ２時間の部　レースデビュークラス　
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

2901 阿部　忠司

2902 Team zero emissions 伊藤　俊彦

2903 伊藤　義隆

2904 植田　洋次

2905 小野　健

2906 Omata　Koji

2907 鹿島　学

2908 片平　悠太

2909 Adagio 門脇　竜雄

2910 adagio 門脇　裕子

2911 つばさＲＴ 菅野　孝義

2912 kim　gyoungjun

2913 清水　孝洋

2914 高橋　智志

2915 立石　卓海

2916 田中　一哉

2917 TZE 田村　謙吾

2918 鶴見　良平

2919 チームぽっちゃり7 中田　晃三

2920 治田　哲之

2921 平松　和也

2922 堀米　知佳子

2923 増見　敬介

2924 松平　大介

2925 三澤　進

2926 藪田　陽一

2927 Yang　Soyoung

2928 渡辺　和貴

2929 渡邉　徹雄

2930 MKAJ 渡邉　真樹

■ ジュニアAクラス　小学3・4年生
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

101 SORA GRIT 青山　哲宗

102 TEAM CALF 石永　紫鶴

103 逸崎　来友

104 内田　寛志朗

105 熊谷　玲於奈

106 シンセキーズ 小泉　慶悟

107 紺野　祐玄

108 坂田　斡

109 SUGA Family 菅　統真

110 染川　優太

111 高橋　晄

112 山内輪店 坂　圭悟

113 山内輪店 坂　昂紀

114 久野　佑斗

115 もちもち 廣岡　旺樹

116 アスリチューン・コラッジョキッズ 三上　将醐

117 ゆありなワークス 森田　莉央

118 山内輪店 山内　晴太

119 チーム山田 山田　愛里

120 CLUB Well done ! 湯澤　綾人



■ ジュニアBクラス　小学1・2年生
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

201 Team Kogayato 新井　和志

202 エリクソン・ジャパン 石本　到也

203 牛窪　理子

204 宇埜　遼太郎

205 大内　千穂

206 京浜ボーイズ 大塚　蒼士

207 チームYOUJOE 大沼　夕夏

208 岡田　大和

209 亀井　菜々恵

210 PENGUINRIDERS 木原　幹太

211 kim　hanbi

212 チーム葵 斎藤　葵

213 mondo 五月女　桜太

214 坂田　暢

215 京浜ボーイズ 末広　亘

216 SUGA Family 菅　修造

217 富樫　悠太郎

218 京浜ボーイズ 土橋　翔

219 AVENTURA CYCLING 皆木　海音

220 三宅　倫太郎

■ キッズクラス　未就学児
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

301 五十嵐　凪登

302 石井　晴貴

303 市川　杏

304 逸崎　暖華

305 すみれ組 伊藤　太壱

306 内田　夏之

307 京浜ボーイズ 大塚　桃士

308 チームYOUJOE 大沼　丈一郎

309 岡本　怜奈

310 角野　未色

311 加藤　瞬

312 マジョマジョピョアーズ 加藤　芽以

313 金子　太一

314 金子　実咲希

315 亀井　雄月

316 PENGUINRIDERS 木原　幹陽

317 熊谷　颯真

318 Pedalist 桑田　大輝

319 齊藤　千陽

320 鈴木　蒼葉

321 CandyR 鈴木　温樹

322 染川　謙太

323 田島　春花

324 田中　湊人

325 田中　湊

326 チーム晴大 田辺　晴大

327 天願　湊太

328 チームポリグチ 内藤　早希

329 長谷川　龍一

330 TEAM Hayashi 林　遙子

331 久野　良太

332 もちもち 廣岡　治樹

333 神谷町サイクリングクラブ 藤田　恵奈

334 ホンマ　ハジメ

335 アスリチューン・コラッジョキッズ 三上　七彩

336 三宅　紗代

337 宮原　優真

338 ゆありなワークス 森田　直央

339 ひろきまる 森近　大希

340 Pedalist 山崎　史翔

341 CLUB Well done ! 湯澤　知世

342 若林　友歩


