
※2019年10月1日(火)時点での情報となります。　　　

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 Rt.kaname 坂本　賢史 富田　英雄

102 IPS730 丹波　洋 藤山　直也

103 FEEC 伊東　聖 川内　貞政

104 黒い人 須藤　和彦 高田　雅之

105 建築系自転車部Ａ 谷口　雄大 徳原　晋一

106 CRC team電電のうさぎさん 鈴木　大貴 三輪　吉暢

107 SIBATA 柴田　誠司 柴田　愁

108 Team VSE Racing 長　輝政 鈴木　颯人

109 チームO2 角　瑞穂 関根　啓助

110 チームガリガリ 今泉　博久 松永　悠希

111 チームＫ・Ｋ 坂本　圭 坂本　一樹

112 チーム・ハバスB 野田　俊之 伊藤　英一

113 team HORI 堀之内　俊 堀之内　孝一

114 チームらっぱ 河田　和典 渡辺　竜二

115 DMW 飯野　睦 菅谷　大輔

116 TS TECH 自転車部A 石田　豊 望月　和真

117 DUKE大田 大田　政樹 河村　英明

118 ハヤサカサイクル 鳴海　健 佐瀬　正人

119 ＰＡＮＤＡＭＡＮ 高塚　亮輔 高塚　秀夫

120 ポポ 及川　栄二 及川　和紘

121 ﾏﾝﾀﾞﾑ 鎌田　一陽 坂本　隆之

122 みむら動物病院 三村　賢司 三村　勇司

123 meiji cycling team 磯野　洋一 樋山　達也

124 ラーメン部 村松　翔 古賀　裕基

125 Rapide α 牧野　奉文 井川　弘貴

126 老体倶楽部Rev5 佐藤　暢 石毛　秀明

127 老体倶楽部Rev6 藤岡　真一 千葉　潤輝

128 IPUサイクリングチーム 宮本　文彦 小林　直樹 飯田　裕章

129 赤い自転車屋 長瀬　直也 安藤　玲央 笹川　亮

130 あらZOO カピバラ 倉持　公則 松井　崇 根岸　航平

131 あらZOO ゴリラ 小川　治人 伊川　潤哉 高野　聖人

132 あらZOO ライオン 鈴木　祥太 須藤　卓 加賀美　一博

133 Araren8214 高橋　英克 長塚　弘輝 安宅　将貴

134 イタリア 玉井　紀道 兵藤　久紀 長澤　安晋

135 ウムヴェルト駅伝部 萩原　孝好 西山　温 土屋　恭兵

136 ＳＢＴＭカシオペア 中山　敦 大野　哲也 岩田　幸良

137 ＳＢＴＭななつぼし 長妻　達也 石井　猛 長澤　剛

138 ＳＢＴＭ北斗星 菊池　朗 赤尾　幸次郎 鈴木　悟

139 NFTSpiritsteamG 清水　宏一 大束　浩史 長島　茂雄

140 NFTSpiritsTeamN 新潟　友之 庄司　明広 立松　広光

141 NFTSpiritsTeamT 宮澤　佑樹 蛭田　朋弥 飯田　真生

142 NFTSpiritsTeamO 小笠原　悠介 川俣　裕 勝沼　奨

143 NFTチームS 酒寄　博美 竹中　研二 野田　裕太

144 えばＱ 清家　吉貴 榎本　崇志 伴　侑弥
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■ 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

145 MCTC関東支部 許　英萬 土田　涼平 丸山　泰平

146 オンザロード柏チームR 山下　真 平下　友雄 佐々木　智之

147 オンザロード柏チームO 加藤　大貴 割田　謙吾 堺　靖彦

148 オンザロード柏チームT 濱岡　暁 松本　義之 関口　　和彦

149 笠間自転車de街づくり協会 増田　恭雄 中根　悟 榊原　雅史

150 笠間自転車de街づくり協会 箱石　元紀 渡邉　和彦 増田　壮真

151 建築系自転車部Ｅ 野副　晋平 宍戸　幸二郎 高橋　宇宙

152 建築系自転車部C 富永　大毅 菅村　栄三 吉野　貴史

153 再集結！多羅尾一味 小林　広和 道下　友貴 池崎　佑太

154 サラリーマンソン 大津　朗 大森　茂 三浦　俊彦

155 CRC teamうさぎさんmix 小澤　遼 杉山　直輝 宇都宮　広樹

156 CRC teamおおかみさん 石坂　雄希 吉田　広基 秋元　尚紀

157 CRC teamかめさん 江成　隆一 船越　耀介 星野　瑛彗

158 CRC team精密 森田　晃平 高野　哲成 中山　海斗

159 CRC teamTCR 水澤　優斗 瀬戸口　春人 長濵　大翔

160 CRC teamY's 山岸　壮 大井　勝成 志村　拓未

161 CRC team123! 坂本　渉 田村　颯 住吉　剛

162 武田学園チームB 植原　健介 鈴木　雄大 渡辺　康二

163 楽cityレーシング 高安　徹至 野口　善隆 根本　直義

164 team um welt 駅伝部 宝珠戸　陽介 小柳　巧美 田口　淳

165 Team FWF 藤井　隆行 藤井　秀紀 若林　宏彰

166 Team Bitrate Sereson 鈴木　聡明 平田　真章 麻生　真木夫

167 Team Bitrate Newbie 樫田　尚之 伊藤　拓也 坂井　敦

168 T-WGN A 片桐　史智 我妻　暁 高田　賢一

169 チーム青戸会 三村　賢司 長谷川　清 礒野　仁

170 Team@FC  A 西川　達也 桜庭　啓 永田　晋一郎

171 Team@FC  B 松井　聖 折田　尚也 阿部　勲

172 チーム荒北2019 根本　昌彦 鈴木　俊一 小澤　勇人

173 チームＳＷＨ 平井　義人 綿引　久一郎 佐々木　喬洋

174 TEAMすずむし 今井　郁文 浦田　智樹 福島　岳志

175 Team-TKYM 椎木　啓文 長谷川　義之 須之内　陽二

176 TEAM NOW 希望 市川　明 櫛田　哲 田口　秀一

177 TEAM NOW 自由 青山　剛実 菱沼　賢司 坂本　克裕

178 チームレッド 赤松　信之 赤松　祐希 赤松　亮

179 T-WGN C 勝又　利徳 Philipp Roland 渡辺　徹

180 T-WGN B 濱田　修幸 幕田　亮 山田　陽一

181 TS TECH 自転車部B 三上　恵仁 野口　智 野中　秀恒

182 TS TECH 自転車部C 永澤　直人 宮脇　和也 藤山　健人

183 DD自転車サークル チームA 植田　春樹 森　祐二 吉田　初

184 DD自転車サークル チームB 荘　一樹 船津　浩介 小谷　天兵

185 ドイツ 石渡　将人 細川　健介 石川　秀矢

186 どすこい自転車部A 柘植　俊紀 大久保　昌明 鈴木　仁志

187 とれらばA 三浦　航 齋藤　泰典 田代　丈幸

188 ネギ納豆46 芝地　雄太郎 角　俊輔 星　翔太

189 はやぶさＡ 田村　孝司 長野　雄大 深谷　侑司

190 秒速833センチメートル 大森　拓実 小川　祐輔 畠山　和也

191 fccc 下曽小川　健 伊藤　秀一 佐々木　渉

192 ぺんてるＣＣチームＡ 横田　康介 吉田　晴朗 磯部　俊裕

194 ぺんてるＣＣチームＣ 住井　覚 大久保　由紀夫 塚田　宏治

■ 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

193 ぺんてるＣＣチームＢ 斎藤　浩之 佐藤　慎吾 鈴木　勝己

195 ポンコツ☆ 的場　湧一 宮内　将良 込山　祐介

196 宮野木自転車漕走会 堀口　誠 山本　尚武 髙田　裕

197 四つ葉×おおえだ 柴　武史 柴　直豊 柴　琢磨

198 L.a.m.p　Cycle　Racing 杉山　元啓 澤村　彩人 西田　暢介

199 REDWING 田部井　寛和 田部井　伯幸 山岸　広典

200 アライ・ジャパン・レーシングＡ 布田　直也 五郎丸　翔平 岩上　拓磨 山口　稑人

201 アライ・ジャパン・レーシングＢ 日下部　大輔 浅野　洋介 松本　大地 新井　望

202 H.C.C 藤上　敏彦 桑島　敏洋 荒沼　健 由波　竜哉

203 AUSJ CYCLING TEAM 金子　晃典 山口　貴之 窪塚　友一 池澤　修一

204 ＳＢＴＭあけぼの 坂間　亮輔 橋本　大輔 松島　堯 佐藤　彰

205 F Society 中島　卓也 坂井　稔 向瀬　ジャンバチスト OS BOBBI

206 OVER☆HEAT 大野　裕二 渡辺　高札 冨野　真吾 後藤　政実

207 OverLoad1 山室　英哉 景山　茂 米花　慎二 江花　克俊

208 GYOZA定食 高柳　英明 湯沢　一郎 野崎　修一 武田　公男

209 グランドキャバレー 倉邉　昂佳 田中　淳 田村　尚也 鎗井　俊宏

210 サンディスク自転車競技部 光平　規之 石田　亘司 瀧本　拓真 丸山　純平

211 ＪＬＳ 宮路　正昭 木村　優 根岸　走 浅野　朗宏

212 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ純情派 山本　誠 松永　毅 元村　直樹 岩尾　貴大

213 清一輪業 塩野　智洋 高橋　清一 北村　隆明 石川　拓海

214 DAIKURE1 西田　泰之 山本　貴 山本　卓生 鈴木　啓之

215 武田学園チームA 武田　貴之 黒田　竜 大宿　英介 岡崎　耕平

216 玉田さんチーム 小室　篤志 古沢　裕樹 比田井　洋介 澤田　雄一郎

217 チーム　ELEVEN CYCLE 林　洋輔 榎本　正 長嶋　駿 横田　優希

218 チーム　ELEVEN CYCLE 山岸　聖眞 丸山　和樹 田中　孝治 冠木　貴明

219 チーム うが 宇賀神　智也 岡崎　晃一 大塚　靖之 吉澤　藏人

220 Team Z.Z.Z. 清水　利憲 根本　勉 深澤　健三 川村　淳司

221 TEAM NOLOSE 鈴木　優太 菅家　貴大 山口　雄生 菅野　聖人

222 チームきかいやさんＡ 白子　一章 森本　亘 長田　正 赤瀬　壮作

223 チームKs 上山　直紀 桑原　亘平 槍山　純 田中　智幸

224 team GIRO 千種　信雄 溝越　茂 及川　聖也 菱木　裕一

225 チームSKAT 高原　信幸 栗田　茂 青野　嘉隆 鈴木　貴之

226 Chuppers 小田川　俊久 関根　洋樹 塚本　貴大 平山　俊康

227 千代田テニススクール 谷津　洋一 長谷部　伸 永野　光一 萩原　均

228 どすこい自転車部B 豊﨑　良憲 石川　和彦 西山　正 藤澤　修平

229 日大バイコロOB 原田　宏樹 東條　史朋 鈴木　直樹 松尾　昌信

230 NIT 自転車競技部 前田　侑希 前田　優郁 鹿俣　圭吾 古上　崚斗

231 flame 望月　紀人 宮澤　浩 鈴木　勝彦 相澤　寛明

232 HNCKライダース 小礒　光史 川上　洋 栗原　徹 鈴木　拓也

233 MARK CYCLING TEAM 松浦　光紀 大塚　良一 大塚　敦史 菅野　貢治

234 宮野木自転車漕走会 管野　心平 隅元　光一 青木　ドーディ 桐澤　敦

235 MORINAGA 筒美　慶紀 中村　優 鈴木　祐一 鈴木　将之

236 rignas 杉田　賢史朗 並木　尚幸 二階堂　堯 夏堀　修一

237 アライ・ジャパン・レーシングＣ 藤崎　光太郎 土井　学 椎名　大地 八木　謙一 木薮　卓也

238 N.E.T 西村　裕史 西村　健 南　泰宏 太田　盛和 太田　智貴

239 おおえだＲＴ　壱 幕内　慎一 飯田　千秋 金　守益 細野　光彦 篠原　徹

240 おおえだＲＴ　参 小島　剛博 竹村　太一朗 前島　文雄 渡辺　央夫 山口　誠司

241 KUCC 945 辻浦　正矢 櫻井　武生 田中　慎司 川合　大地 長谷川　敬洋

242 Jカワサキ ヤングガンチーム 平塚　寛之 服部　浩一 奥谷　泰明 七里　龍明 北島　柊歩

■ 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

243 DAIKURE2 竹本　政之 板川　一成 濱崎　壮 石國　憲樹 上原　幸樹

244 チーム　ATTAQUER 斉藤　誠 市原　裕一郎 塚本　真史 吉井　護 山口　謙太郎

245 TEAM OK-3 武井　賢一 高橋　武志 大里　卓也 鶴間　潤一郎 山崎　寧大

246 Team 908 工藤　浩伸 峯岸　裕寿 菅谷　知仁 榎本　整 猶原　諒

247 Team Road Sailing 澤畠　恵一 深沢　隆 小林　寛 住谷　太一 深谷　将太郎

248 チーム機械屋さんB 松尾　龍生 坂本　優 鈴木　政博 住川　正俊 斉藤　亮介

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

250 チーム茶羅　わん 藤本　明 芹澤　稔 植竹　和重 立道　和也 立道　政博

251 TEAM NAKATA 1 荒川　隆人 新木　勇人 飯田　恵一 荒川　理空 岡本　匡裕

252 TEAM NAKATA 2 馬場　傑 村上　航 佐藤　孝廣 中田　健士 登ヶ谷　祐人

253 www.delightbike.com 高橋　誠 清水　一人 岡上　準 矢澤　友弘 羽生　哲裕

254 ノロッサ 高橋　健太 小島　巧　 椎名　宏和 藤代　新吾 塩田　修

255 ばーつく１ 長塚　功太郎 田中　健志 仲田　遼太 小林　将人 森田　圭太郎

256 ハイケイデンスピヨコ 小林　和広 春好　辰則 太田　量大 山上　功一郎 平岡　孝太

257 pigro 木村　公人 橋場　正 伊豆島　一也 伊豆島　浩之 箱田　貴大

258 Jカワサキ特急チーム 飯島　直己 高野　和幸 渡辺　和生 小野寺　彰 小熊　寛幸 荒井　玖

259 Team　HAREGOHAN 藤田　香寿 柳生　正博 広瀬　安紀 飯塚　利之 小田　充 久保　友侑

260 ＴＦＣＴ 大美賀　清明 田崎　達也 落合　聡 清水　祐太 田中　一穂 片上　正貴

261 ばーつく③チーム 河村　怜 西野　容 佐山　広晃 青木　佑平 杉本　和也 嘉村　大樹

262 プレイアトレ土浦 林　航平 細田　知宏 高梨　将克 鵜澤　克弘 田中　博次 大澤　慶

263 （有）沿岸警備保障 内田　幸司 鈴木　圭祐 竹田　拓海 五嶋　誠 岡　省吾 土田　宏道

286 くりーむぱい 島本　卓弥 高梨　大樹

287 相模原グランディール 吉村　健央 佐藤　健雄

288 相模原グランディール 鮫田　雄二 斎藤　義幸

289 魁颯会 佐野　徹 横山　正

290 SUNTORY with 大濠Bella 二村　徹 関本　晃洋

291 JX HITACHI B 安井　浩一 楢崎　祐司

292 ヘビー級クライマー 松島　寿樹 清水　大空

293 L-Breath Bike ① 下道　浩一 高橋　勝宣 武者　祐治

294 大人の自転車倶楽部 斉藤　昌吾 日野　寛 和田　宣弘

295 SKYFRY LEGEND 石井　紀昭 Suzuki　Tomomitsu 久保　敦

296 TeamPome 熊谷　勝 佐藤　哲康 関谷　現

297 地上の戦闘機 佐藤　悠大 桑原　正暉 土屋　翔哉 小林　太郎

298 彩の国JEC　松茸学園 齋藤　栄 諏訪　邦彦 ホ－ル　サイモン 庄司　駿作 平賀　智之

299 Blue☆zhi 川崎　直人 青柳　俊行 小澤　公則 吉田　駿平 岡田　佳輝

■ 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

301 plus land 加地　厚 加地　正

302 老体倶楽部Rev6 上野　高広 山口　清道

303 GRUPETTO310-teamA 長嶋　仁 桑名　真也 田中　秀樹 文倉　慎太郎

304 GRUPETTO310-tesmB 金子　禎胤 杉山　健一 本田　慎弥

305 城東輪通団 安達　慎太郎 今野　桂太 渡辺　淳

307 チドリサイクリングチーム・エビ 三好　竜介 設楽　星耶 蛯澤　隆幸

308 チドリサイクリングチーム・サイ 森　太一 湯澤　貴久 斎藤　耕一

309 flame 高崎　健一 井坂　大輔 大野　喜裕

310 i-LBS 平田　裕一 徳市　広樹 清重　智也 水見　哲也

311 ＳＥＣＨ＆Ｍ 関根　伸二 山本　和正 青木　一憲 丸田　喜一郎

312 鴨川ムジナーナ 新津　啓太郎 椎名　康一 宮川　治郎 平柳　好一

313 ClubPKジェントル 白熊　宏一 上西　和彦 内山　直也 石川　健太郎

314 ClubPK腐男子 吉田　直樹 津田　和久 女池　俊介 佐藤　拓海

315 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ清純派 加藤　将望 戸田　徹弥 三橋　允耶 西山　陽貴

316 ゆるぽた北さんRacing 北　昌策 中田　誠一 氏家　宗太 伊沢　剛

317 SECH 飛延　陽一 越田　直樹 長崎　誉弘 山本　建斗 坂倉　正治

318 BrezzaMolle SB 澤田　光雄 井上　知明 板垣　守昭 石川　卓 堀越　瞬

319 Team たかお 宇野　直樹 中山　喬仁 室町　優希 藤井　大輔 皆川　将吾 大嶋　陽平

320 ゆるP佐藤さんRacing 佐藤　克也 森　宏之 石塚　政晴 押田　一男 赤田　郁朗

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 まったり女子部 野口　順子 能城　博子 秋谷　里美 並木　恵子

402 チーム龍二 青山　麻衣子 笠松　朋子 塩原　みずき

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 TEAM メラモーレ 網　優作 網　瞳

502 TEAM GIRO 岡本　秀明 岡本　由希

503 tsumugi spins 片岡　伸也 遠藤　絵里子

504 matsuoka 松岡　文和 松岡　和香子

505 朝の会 掛川　友貴 掛川　初江 松田　光弘

506 S.D.J.O.ちゃり部 小暮　幸雄 真下　文昭 松浦　理恵

507 おれら feat. 監督 樫村　万代香 樫村　崇 大森　美佳

508 川越家 川越　文貴 川越　佳美 川越　陽介

509 建築系自転車部B 秋山　弘明 秋山　綾子 島田　賢一

510 巣鴨サイクリスト 前場　晃 前場　菜桜 三苫　仁史

511 とれらば! 坂村　香織 北島　友美 宮田　琢視

512 ＩＰ総会 松本　桂吾 井上　暢 大庭　啓輔 正能　富士子

513 OverLoad2 山室　薫 木下　昌之 小平　雅俊 本橋　英明

514 建築系自転車部Ｄ 高原　康樹 高原　嘉恵 角野　文和 太田　典志

515 SATORI45 長澤　渉 堤　龍也 長谷川　美奈 藤澤　直

516 政和輪業 星　明彦 阿部　修也 藤ヶ崎　知美 加藤　丈晴

517 チーム　ELEVEN CYCLE 内垣　万平 小川　周二 日比　泰治 捧　瑛美子

518 チームモーゼン 加藤　淳一 高木　駿 宮舘　栄三郎 赤間　美智

519 どすこい自転車部C 松信　遼 伊藤　理恵 磯山　健史 水野谷　敏英

520 BUCKPASSERS-A 木村　茂男 木村　幸枝 長倉　憲司 飯竹　央昌

521 L’Aipe-d'Huez Aチーム 東山　勇 田中　信 畠山　真介 田川　ひろみ

522 安全第一 鴇田　幸恵 黒田　裕介 金川　等 秋永　真之 石神　賢司

■ 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

523 インバスター 西須　俊夫 沖　侯次 大柳　光史 加瀬　恵美 西崎　申地

524 ばーつく2 坂本　有希 水村　博行 岡部　雄一 田中　純弥 埴生　穂香

525 細見さんチーム 椎熊　一実 佐藤　裕司 佐藤　紀美子 土屋　祐介 土屋　理恵

526 L’Aipe-d'Huez Bチーム 増子　裕之 赤塚　祐一 綿引　将人 鹿毛　正子 石原　正仁

527 SEMAS R 新松戸 正田　年仁 浅野　務 箱田　晃一 矢作　雅之 小野木　孝 中村　友香

528 貧脚Rabbit Foot 齋藤　卓磨 新倉　碧

529 L-Breath Bike ② 老川　哲広 笠野　千織 おおの　けいすけ

530 CuerpoG8 木下　綾乃 石川　景太 木下　知治

531 JX HITACHI A 佐藤　春男 荒川　陽子 黒澤　俊雄

532 Yamato S.C. 木村　功 木村　美帆 岩谷　良太

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 チームらっぱ 福井　光仁 福井　直子

602 Windmill 岩井　新一 岩井　享子 田所　浩一 渡部　広志

603 ClubPK－MIX 栗田　秀隆 庄子　敏光 玉木　泰希 鴨居　円

604 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ清楚派 馬場　善久 宮田　雅則 高松　泰子 長田　光司

605 Team閃風脚 増子　政斗 溝口　晴恵 畑田　恭巳 スティーブンソン　ケイト

606 筑波銀行 茅場　武史 中條　史穂 長谷川　太一 須賀田　明徳

607 BUCKPASSERs'-B 中澤　祐希 中澤　舜 宮崎　彩 柴山　哲

608 ぺんてるＣＣチームＤ 黒沢　洋介 高橋　成政 野口　郁世 間宮　幸絵

609 チーム茶羅　にゃん 藤本　光一 水越　徳子 田中　豊一 田中　悦子 山崎　信雄

610 TEAM NIKKO-C 勝山　敬一 谷口　純也 谷口　真央 太田　龍之介 藤田　英志

611 キングサーモン 滝口　典聡 柏　俊一 秋葉　司 鷲瀧　澄海恋 増田　祐一 柳瀬　洋一

612 住友電工自転車倶楽部 横浜+ペダリスト 麻生　健一 津谷　肇彦 小柳　佑平 廣瀬　博子

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

701 TS TECH自転車部X 中野　豊和 村澤　洋志

702 暗黒技術研究所１ 安田　顕 宇野　和孝 小船井　陽太

703 暗黒技術研究所２ 早川　泰弘 鈴木　恵千代 入江　建州

704 暗黒技術研究所３ 三井　薫 加瀬　孝幸 坂本　忠邦 伊藤　寛

705 暗黒技術研究所４ 鈴木　敦 沖園　雄一 山田　尚幸 泉井　素成

706 TEAM 三度笠 遠藤　泰弘 片岡　和幸 岡野　秀紀 大山　雅司

707 Freedom!! 加門　邦章 成毛　勝幸 北川　浩之 山田　充義 北川　義明 北川　拓斗

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 Own Pace 佐藤　弘喜 浜崎　雅範

802 チーム・ハバスA 冨田　裕一 高田　清

803 VWアタック 宮内　勝一 高橋　一司

804 ATトリオ 神山　賢治 貴志　亮介 小川　紀敏

805 三匹狸爺 磯島　肇 鈴木　久弥 森野　雅史

806 大磯シニア 荏原　浩明 木口　勝海 木山　智 山田　朗

807 おおえだＲＴ　弐 浅野　寛 北郷　澄人 榊　光男 加藤　常雄 小松崎　惣一

■ 5時間エンデューロ 　ロード以外

■ 5時間エンデューロ 　シニア

■ 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



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 小林　大地 宮東　将史 小林　丈浩

2002 チーム磯山さやか 磯山　悦哉 長井　政樹 森田　達也 関　修一

2003 MCG 鈴木　章平 佐藤　毅一 藤原　圭佑 森川　雅俊 寺尾　雄介

2004 チヨダ舵もん　ソメイティ 西田　鉄也 久保田　弘幸 横田　義治 柴田　祥吾 柴田　和枝

2005 チヨダ舵もん　ミライトワ 茅根　光 渡辺　智則 嶋村　雅之 鳴瀬　聖剛 秋葉　英明

2006 PMVG 伊藤　茂明 八文字　利朗 山口　好行 新妻　尊寛 村田　亨

■ 2時間エンデューロ 　ママチャリCUP


