
※7月26日（火）時点の情報
◆9時間耐久の部　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 ピット
9001 海女好きだにょ～ん♡ 加藤　基行 清水　正和 滝澤　有三 2
9002 ＥＺＯ＆ＺＡＰＰ 友田　博和 内藤　敦志 峰岸　智志 3
9003 FE+らいだ～ず 佐藤　孝 菱沼　賢治 田口　秀一 3
9004 FM730 五月女　智史 森　紀侑 阿久津　直樹 7
9005 FM730 入江　達也 阿久津　健太郎 清水　晃生 7
9006 FM730 大岩　充 中村　渉 野中　泰造 7
9007 37.1℃ 安田　昌泰 永井　克幸 田中　直樹 1
9008 只爽走 TeamKT 手塚　健太 細井　優吾 新美　圭介 5
9009 Team PLALOC 倉橋　明彦 尾花　和行 土井　正人 5
9010 TEAM三度笠 RE:千葉3K 宮坂　重郎 北川　宏和 遠藤　泰弘 18
9011 TEAM三度笠１ 市原　貴幸 金野　智大 冨樫　悠太 18
9012 TEAM三度笠2 杉浦　武彦 片岡　和幸 野島　弘明 18
9013 獨協大学自転車部 内山　洋介 小泉　亮太 田中　龍世 21
9014 とれらば！Eからの使者 小泉　亮一 海老原　一久 田代　丈幸 6
9015 ハンタマな人達 高石　敏彦 小林　優斗 鈴木　裕也 6
9016 Rondine-Elements 川村　太郎 岩崎　達郎 本橋　大樹 1
9017 37℃ 大川　邦彦 長田　光司 原田　均 伊藤　祐一 1
9018 IIJ自転車部2 大江　徹也 西森　大輔 祖父江　宏祐 相木　広識 3
9019 EIC 延島　雅之 藤田　龍文 平澤　政彦 三節草　章 6
9020 エタニティフィールドＢ 石田　兼基 朝羽　俊介 高橋　昂 井上　碩 6
9021 エタニティフィールドＣ 永田　憲市郎 見山　幸一 海老名　裕仁 並木　敬治 6
9022 opnts mgmgと#BDLives 中島　貴宏 香取　旭 富田　達也 森　健太郎 7
9023 外苑ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞA 志賀　健一 山本　健一 土肥　慶太郎 安岡　直輝 8
9024 KILLER MOUNTAINS 清水　啓太 沼口　和貴 福田　貴也 字引　佑麿 7
9025 KCC1 古藤　英貴 鈴木　優輔 大河原　航 大谷　敏明 10
9026 KCC2 海野　貴之 大村　健 菅谷　研太 高坂　周平 10
9027 KCC3 安藤　健人 村上　大河 櫻井　航太 岡　晃 10
9028 汐留BayMarines 宮入　謙 堀江　祐史 二神　聡司 森下　龍也 7
9029 ジフォティーズ 大熊　正博 佐藤　高之 石田　忍 木村　寿年 15
9030 Scirocco白銀聖闘士 樋浦　吉和 久保田　朋広 笠原　崇廣 原田　伸太郎 11
9031 Scirocco青銅聖闘士 須澤　大輔 山岡　諒平 山口　大裕 大島　浩平 11
9032 SIMPLEX ファヴァロ　マルコ 船田　悟史 松本　成貴 萩原　一樹 15
9033 SUBARU・C・C　隼 安齋　慎一郎 小林　航 本多　峻 小野寺　健太 14
9034 スルガ銀行 深田　聡朗 麻生　治雄 千葉　龍二 中山　亮介 15
9035 Team頭文字K 栗生　一男 渡辺　康一 高橋　正記 川越　敏史 16
9036 TEAM orange 坂本　昌彦 山本　俊 安田　徹 大熊 　博之 16
9037 Team 908　特殊部隊 木田　淳 樽井　浩明 飛田　寿徳 鈴木　智宣 17
9038 Team 908　無敵艦隊 峯岸　裕寿 加藤　常雄 菅谷　知仁 仲村　裕二 17
9039 チームHNT 杉山　敦 山中　哲也 久保田　直幸 山崎　唯央 17
9040 ツルマスヴェロクラブ 甲斐　友一朗 柴田　瑛一 松井　崇 西村　信一 18
9041 TNP千葉自転車部A 高城　淳 津加　和彦 椎名　健大 山本　裕一 1
9042 獨協大学自転車部 梅田　誠弘 澁谷　開 安池　裕雅 内田　仁胡 21
9043 獨協大学自転車部 細越　拓海 岩本　大耀 今市　翔悟 萩原　貴章 21
9044 Try☆アスリート team A 加藤　良裕 岩渕　勝彦 藤川　誠 水上　雄輝 20
9045 Try☆アスリート team B 三浦　仁嗣 宮原　達也 輪島　幹也 光成　正 20
9046 とれらば！わいわい派 山ノ井　勇輔 齋藤　泰典 三浦　航 白石　智也 18
9047 ノロッサ 高橋　健太 大見川　義則 藤代　新吾 根本　崇 18
9048 ピアチェーレヤマ 黄 澤川　伸雄 小倉　正司 安岡　勇 中嶋　直樹 24
9049 ピアチェーレヤマ 青 吉永　智広 菅田　善弘 青柳　和幸 折原　広 24
9050 ピアチェーレヤマ 桃 天坂　信靖 瀧澤　瑞記 岩田　俊 川端　康正 24
9051 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部東京小平 小林　文弥 向川　知徳 戸田　淳 大田　該 19
9052 MARK Cycling Team 大塚　良一 松浦　光紀 大塚　敦史 飯島　崇明 21
9053 La Belle Equipe 桐谷　雄太 小林　秀之介 花木　陽平 梅津　祐介 21
9054 RAISIN A 小野　忠 染谷　昭夫 杉本　浩 玄蕃　充 28
9055 RAISIN B 芦沢　優 小野　竜汰 飯窪　哲矢 松本　謙 28
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◆9時間耐久の部　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 ピット

9056 RED Wing 翼1 阿部　宏和 池田　卓哉 阿部　進 新川　隆 30
9057 RED Wing 翼2 佐藤　真一 小松　智之 窪山　成弥 持田　寛紀 30
9058 RED Wing 翼3 小野　大輔 岡本　直樹 内田　凌 木村　肇 30
9059 Rondine ちーむパッパ 太田　元輝 小林　秀平 白井　太一 田村　晋一 1
9060 海女探しにぐでぐで中！ 幸田　真志 霧生　秀治 伊藤　浩平 高橋　利明 大関　宏治 2
9061 KBC１ 根本　信 橋本　真 篠塚　真悟 金山　和泉 圓藤　大輔 8
9062 CircleCycle 岡田　直亮 岩間　誠 江島　直紀 川村　健太 桑垣　善信 22
9063 彩珠異端芸者 菅野　兼史 高田　雅章 片桐　朋生 石田　駿 今本　真彦 23
9064 SUBARU・C・C AWD 中村　正彦 岡山　巧 大木　正昭 藤本　佳郎 井上　秀 14
9065 青春summer breeze 米倉　亮 斎藤　正樹 柴下　晋作 園田　智志 増山　拓耶 25
9066 Team WeakLegs 江成　広樹 曽田　剛 岡野　圭祐 熊崎　洋一郎 吉田　真大 6
9067 チーム　こそ練 中澤　和光 横内　宏史 渡邉　哲也 石積　伸之 綿貫　直志 6
9068 チームA 宍倉　猛 木村　茂樹 細川　博行 北野　博宣 堀場　功一郎 3
9069 チームB 岡城　良太 小林　鶏三 山﨑　智博 大沼　正人 小林　群司 3
9070 チーム乳酸蓄積C 小俣　栄一郎 八子　健 安井　立 小田部　創 片山　正貴 19
9071 チーム乳酸蓄積F 江内田　直樹 下村　祐介 若林　徹 佐藤　睦士 新井　湧 19
9072 TRT連合 米沢　誠悟 島田　龍馬 高橋　徹 石澤　広之 忍田　匠 1
9073 DS-C Racing A 野本　雅樹 秋山　陽一 阪口　正樹 町野　純治 谷原　秀典 20
9074 DS-C Racing B 中澤　誠 高橋　烈 宮田　憲二 今田　卓志 赤崎　太志 20
9075 東洋自転車部ビギナー 西田　陸朗 秋葉　裕太 佐藤　大輝 毎澤　爽 菅原　拓実 21
9076 東洋週末ライダーズ 鈴木　宏明 遠藤　颯 香住　勝貴 大田　耀文 宮下　晴輝 21
9077 日産学園自転車部 岩上　美隆 森　駿一郎 菊地　佑策 飯野　珠貴也 萩元　龍太郎 2
9078 Rideops delta 太田　甫 金屋　洋一郎 内田　剛史 西内　良輔 前田　敏雄 27
9079 Rest Station RIDERS-A 上村　昌浩 手島　康裕 日高　雄作 南　征樹 上野　健志 29
9080 Rest Station RIDERS-B 永長　宏興 村田　知範 丸山　孝行 内田　圭亮 石井　直志 29
9081 Rest Station RIDERS-C 廣田　栄伸 曽川　拓也 鈴木　翔太 楠本　洋一郎 塚原　彬光 29
9082 Rest Station RIDERS-F 秋葉　克己 長妻　達也 加藤　宏一 高野　稔 鵜木　隆光 29
9083 和菓子司あたらし 滝口　宏明 新　功一 丸山　寛 栗原　誠司 森　裕次郎 7
9084 MSSレーシング 久保田　康雄 豊崎　良憲 北澤　勇一 高附　翔馬 飯塚　哲也 榎本　哲也 7
9085 鹿島シュバイン 越川　達也 下曽小川　健 高橋　雄真 佐々木　渉 山本　一郎 大場　尚承 8
9086 P.!.N.K 山上　進 前田　克博 小山　豊 野見山　翔太 石岡　伸晃 吉田　文雄 8
9087 ＪＫＫ東京　２ 窪田　翔 橋詰　貴裕 奥隅　大輔 佐藤　公亮 金光　直人 奥隅　誠 11
9088 Team　ナカノ銀輪隊 黒目　敏行 大村　真人 森　浩之 黒沢　功治 玉澤　健吾 種田　友治 9
9089 チームC 藤田　美知男 中山　満男 鳥山　雅庸 増田　浩文 石川　房夫 吉川　景博 3
9090 チームメダカ 増井　浩司 金子　幸二 山本　厚 田辺　彰 清水　明 下島　晴記 10
9091 CHALIE'S ANGELS 岡田　次弘 筧　高太 尾関　千賀夫 西岡　市朗 高橋　智也 細田　素弘 10
9092 CHUO OB Team 飯塚　航 高島　豪 檜原　としあき 長江　寿也 渡辺　耕三郎 石田　正樹 11
9093 ナカノ銀輪隊　セカンド 久島　一昭 深井　秀樹 岩崎　賢作 藤長　裕文 福井　幸造 松川　一樹 22
9094 初トラHTその２ 吉岡　朋昭 吉村　貴由 住吉　敦啓 水口　直樹 原田　直宏 上田　貢司 23
9095 初トラHTその３ 石井　周二 河内　拓也 神谷　嵩史 渡邉　渉太郎 足立　和男 福谷　英昭 23
9096 Honda栃木 悟空 阿部　真也 和知　大介 飯島　康友 三橋　隼人 島立　孫行 渡邉　優介 26
9097 Honda栃木 ベジータ 黒川　学 岡田　紀明 福野　純一 菅谷　真行 相良　篤希 名渕　光希 26
9098 MelbeautⓇ 酒井　寛幸 石川　大輔 幾嶋　佑二 大川　章 藤田　大介 佐藤　秀彦 14
9099 メラメライオン 草間　英治 鈴木　和雄 伊藤　真也 伊藤　貴史 大西　元気 佐藤　公士 15
9100 矢口幼稚園おやじの会 羽賀　博志 小宮　克仁 平野　篤 神長　龍也 小笠原　儀彦 高野　孝一 16
9101 ﾙﾏｰｹ･ｴｽﾌﾟﾚｯｿ 天木　明彦 小池　亘 吉澤　玄三 波田　正之 寺村　孝 田渕　裕二 17
9102 Rest Station RIDERS-J 本田　和人 辻　晋一 石井　充 松田　貴哲 長崎　力 大村　昭貴 29
9103 チームB.B 渡邉　政二 川上　真吾 森　一浩 荒井　英俊 小野　將 角田　亮 9
9104 日本振興Aチーム 岡田　恵次郎 久保田　浩美 高橋　浩司 渡部　昌幸 平　克男 9



◆9時間耐久の部　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 ピット

9201 Team gaap 矢田　博之 菊川　修 村田　祐二 17
9202 チドリサイクリングチーム 1番鳥 斉藤　誠吾 新保　昌彦 田澤　鉄平 19
9203 茨城県庁自転車部　チームＡ 栗田　広樹 栗田　敦 宇都宮　佑磨 黒沢　雅志 5
9204 ドーピング愛好会20th 村田　晋一 緒方　博昭 伊勢　昇史 森田　宜之 3
9205 plus land 加地　正 加地　厚 篠宮　徹哉 寺田　諒 5
9206 ESEGその２ 並木　和也 山口　真斗 横山　孝太 玉山　龍二 佐藤　公則 20
9207 茨城県庁自転車部　チームB 宮本　貴幸 生駒　大輔 阿久津　望 大内　崇裕 齋藤　博文 5
9208 茨城県庁自転車部　チームC 鈴木　寛 小沼　隆史 小沼　広明 鈴木　裕樹 高野　俊暁 5
9209 GRUPETTO 310-A 金子　禎胤 川﨑　高義 清水　達彦 長嶋　仁 桑名　真也 10
9210 GRUPETTO 310-B 杉山　健一 小松　政治 安見　昇 関根　伴弘 宮本　龍之介 10
9211 チームくりす 小谷田　順吾 桑原　正樹 村本　光男 杉淵　友一 神谷　雄祐 12
9212 チドリサイクリングチーム ２番鳥 斎藤　耕一 知念　真一 五日市　文典 蛯澤　隆幸 熊谷　孔治 19
9213 野木ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 木本　典宏 永田　清士 関根　悠太 大島　努 岡田　裕司 18
9214 ESEG自転車倶楽部 鈴木　伸正 高橋　俊和 中田　隆夫 奈良　厚 森　洋士 鈴木　野火 20
9215 外苑ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞC 長谷部　竜也 藤山　昌俊 廣瀬　拓哉 松田　亜起 井浦　正浩 田中　秀明 8
9216 倶楽部２３０ーペダル研究会 高橋　英夫 齋藤　愛一郎 助川　進 石井　登 山田　淳一 引田　智之 9
9217 CUCC OB会＋ 大木　隆司 宇留野　正彦 森村　利昭 益子　英昭 濱田　謙次郎 森田　泰弘 18
9218 Team Carolina 永瀬　寿 本橋　清寿 齋藤　知之 糸田川　裕矢 宮本　雅之 本間　裕也 19
9219 チームユタカイトウⅡ 佐藤　智文 伊藤　裕 加曽利　和宏 星野　洋 髙山　太郎 佐藤　太志 20
9220 3HEMO 三浦　浩之 榎　昌行 幅　宏充 橋本　武弘 小畑　倫央 浜中　俊充 21
9221 迫真ゆるポタ部 宮下　啓 須賀　寛大 加藤　佑太 増井　智貴 大野　航汰 安生　光希 23
9222 Honda栃木 神龍 Ｐａｒｋ　Ｊｕｎｇ－ｕｎ 瀬田　昌也 東川　雄輝 田中　一郎 柴　唯啓 奥中　達哉 26
9223 Honda栃木 ピッコロ 阿部　昂平 隅川　健二 葛西　研一 石丸　真也 高橋　健 山部　大輔 26
9224 Honda栃木 フリーザ 鵜飼　洋平 糀谷　貴宣 柴野　剛永 長尾　知宏 塩野谷　靖 石渕　哲 26
9225 MHIR-A 中嶋　洋治 鈴木　誠 古田　直人 大釜　正裕 井村　雅之 27



◆9時間耐久の部　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 ピット

9301 ビールの会 鈴木　直樹 奥田　光顕 阿部　美香 25
9302 ビールの会 勅使瓦　有紀 古川　菜々 尾田　晃太郎 25
9303 村上トラTMS 康　徳龍 佐藤　真裕美 嶋田　琢磨 22
9304 IIJ自転車部1 吉川　義弘 和久　千晴 伊藤　誠敏 濱名　元実 3
9305 IIJ自転車部3 八木　康介 相川　瑞華 光安　星斗 鈴木　政之 3
9306 エタニティフィールドA 香野　祐一 青木　寛訓 林　由花子 清水　彰彦 6
9307 小江戸Ｓｏｔｔｏ 工藤　英彦 栗原　春湖 千賀　智成 矢島　竜一 22
9308 ツーリング班 榎本　裕史 岡部　汰一 吉長　由里子 椙岡　勇大 23
9309 なるしまフレンドFIRE 鯉淵　史絵 山下　弘明 浅見　和洋 高島　洋明 22
9310 ピアチェーレヤマ 花 佐藤　智子 川端　真衣 佐野　馨 小倉　のぞみ 24
9311 ピアチェーレヤマ 赤 大竹　政慶 武内　典子 鈴木　啓蔵 松山　献太郎 24
9312 Rideops alpha 吉岡　勝彦 伊藤　淳 中曽　佑一 坂本　沙弥 27
9313 RUN&HIDE;チームSKB 阿久津　和男 畠山　隆暢 神田　良平 鉾立　淳子 23
9314 RAISIN C 平山　英美 久留宮　智仁 雨宮　千夏 石田　好延 28
9315 RED Wing 紅 黒川　恵介 戸田　研吾 宮澤　竜也 宮澤　智子 30
9316 ＪＫＫ東京 奥隅　誠 平岡　歩 飯田　英樹 佐藤　公亮 妹尾　涼子 11
9317 SUBARU・C・C　Eye-Sight 深川　剛司 粕谷　侑司 渡邉　聡夫 高橋　真史 平野　温子 14
9318 SUBARU・C・C　疾風 藤澤　浩 齊藤　建治 中村　瑞城 黒須　執極 高橋　香世 14
9319 SUBARU･C･C PLEIADES 植田　圭一郎 望月　京子 西村　清美 佐藤　裕之 木多　功 14
9320 SUBARU・C・C_BOXER 鈴木　直人 平尾　公一 岸川　昌寿 北村　慧美 岡山　洋明 14
9321 Team 908　連合艦隊 工藤　浩伸 菅井　千世美 山口　桂也 前川　正道 永井　豊 17
9322 チーム乳酸蓄積T 皆川　直隆 坪田　将知 中谷　春菜 和智　湧斗 後藤　雅和 19
9323 TeamBianchi 平形　洋生 扇原　勇二 奈古　雅之 高野　保真 山本　希 25
9324 ちゃーりーぴーぽー 大門　路人 吉田　卓史 後藤　圭太 米田　浩介 河野　麻美 25
9325 TNP千葉自転車部B 平川　貴幸 横田　靖明 武藤　康幸 影山　尊 太田　美奈子 1
9326 なるしまフレンドMAX 上原　嗣則 山﨑　えり子 鈴木　香 丸山　恵太 大沢　賢俊 22
9327 Pferdeherde 関口　貴久 鶴田　理紗 高浦　亮 古市　和男 柴山　貴之 21
9328 WhiteDogs-B 和田　崇雅 河野　泰一 青砥　健太郎 米山　彩美 市野　緑 25
9329 WhiteDogs-C 上竹　勝彦 鳥海　政洋 風間　悠 松永　千裕 橋本　真弓 25
9330 WhiteDogs-D 伊東　克真 西田　英明 杉本　政広 吉増　英子 幣原　清美 25
9331 Honda栃木 ブルマ 永田　円 福本　滝男 大橋　聖二 平山　貴邦 小沼　徹也 26
9332 Rideops charlie 西村　剛 佐藤　星河 関原　稔生 佐藤　伊織 西海持　陽子 27
9333 Rideops bravo 遠藤　大幹 田村　昂之 加川　知秀 児島　直樹 前島　律子 27
9334 Rest Station RIDERS-D 鈴木　雄一 石川　裕子 坂本　真奈美 柴田　陽子 根本　康夫 29
9335 AISTサイクリング部A 馬場　宗明 根上　裕成 渥美　裕樹 阿部　晃弥 望月　和成 高野　夏葉 2
9336 北原酔どれ会自転車班 石神　健 今岡　忠 野上　恭平 増田　眞大 九鬼　直樹 石神　佳奈子 27
9337 新生銀行自転車部 小泉　学 高橋　菊正 都築　修 内山　貴稀 長島　寛征 谷口　晴香 28
9338 (医）精密審美会 河野　裕二 石橋　正樹 額賀　龍兵 奥村　高広 松原　武彦 加藤　ひとみ 28
9339 TEAM EAU ROUGE 萩原　武 下山　征人 名雪　誠 山本　良介 中村　美穂 持永　真実 30
9340 Team どったま5 江川　英伸 小林　正哉 中丸　孝典 新井　雅晴 田中　路人 北井　妙子 30
9341 チームＫａｎｅ８赤身 上野　敬 尾川　真未 森山　隆 矢部　友広 山口　信高 藤村　等 16
9342 ナカノ銀輪隊　ペア 田中　章良 田中　健太 内田　和俊 内田　章子 門間　吉春 門間　志保 22
9343 pipesh 栗原　香 山田　将章 佐藤　忠彦 橋本　光司 上谷　洸 山田　凪紗 19
9344 初トラHTその１ 鈴木　紫方 中井　克彦 関口　毅史 小林　聡 白井　道孝 野池　祐志 23
9345 ピアチェーレヤマ 星 長嶋　弘子 長嶋　桃子 豊田　みつよ 天坂　京子 熊谷　由貴 渡邉　里菜 24
9346 ユニテックＲＣ 鈴木　尚代 中村　忠司 榊原　航太 菅原　貴英 山田　敏史 茂原　正臣 14



◆9時間耐久の部　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 ピット

9401 Scirocco黄金聖闘士 安藤　元晴 瀬尾　法彦 岡本　あかね 滝田　悠介 11
9402 てるぼうとグルグル族 増田　絵里 町田　智詞 宮地　光紀 金子　正浩 1
9403 外苑ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞB 小高　雄人 片野　貴司 鈴木　智香子 佐藤　史親 千野　能成 8
9404 ちきゅう防衛軍 堀　賢一郎 宮崎　秀樹 江崎　端施 土屋　伊織 佐久間　孝 15
9405 WhiteDogs-A 和田　一将 徳本　義明 市野　正直 飯野　友介 米谷　麻美 25
9406 Honda栃木 チチ 杉山　泰代 高松　伸介 服部　真 秋元　昌夫 中山　文平 26
9407 茨城県庁自転車部　レディース 山田　典子 大内　恵理子 秋田　雅代 沖田　麻紀 石井　彩花 高橋　由美 5
9408 倶楽部２３０ーサドル研究会 佐田　朋義 飯塚　麻美 嶋津　直樹 川上　裕貴 弓野　尚秀 清水　由司 9
9409 サバトラーズ 佐伯　敏章 小杉　淳 畑崎　慎 池田　英昭 舟元　弘一 畑崎　智子 9
9410 サバトラーズグランクリュ 宮治　音羽 佐藤　瞳 小島　徹 日高　一枝 浪崎　智 土肥　靖弘 9
9411 Shanoa40 A 阿部　悦子 青山　仁志 佐藤　嘉彦 永沼　陽介 岡田　譲二 新盛　大輔 11
9412 Shanoa40 K 高橋　芳晴 田中　崇紘 北田　直也 高木　大輔 長瀬　磨紀 片山　茂樹 11
9413 Team M-1 平野　いさむ 今尾　大 宮本　淳 横山　潤 佐藤　史崇 山下　璃子 15
9414 Team M-2 山田　晃史 石坂　卓也 相原　征孝 松浦　愛美 杉本　昌毅 大塚　令央奈 15
9415 MHIR-B 青柳　浩光 椎原　諒 荒尾　伸太郎 薄田　崇 山下　耕 山口　寛子 27

◆9時間耐久の部　シニア　
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 ピット

9501 TeamUKYOreve 小板　洋司 石田　隆 池田　弘久 奥　正喜 5
9502 ニコンレーシング横浜 伊藤　博俊 糸賀　保明 大野　開司 下村　宏 2
9503 RAISIN シニア A 元吉　剰人 賢賀　雅記 河野　元治 雨宮　孝 28
9504 RAISIN シニア B 杉本　秀夫 中込　栄 金子　稔 平賀　正 28
9505 チームＫａｎｅ８中トロ 坂本　正夫 菅野　貢治 相原　裕幸 大原　浩司 松本　光司 16
9506 ピアチェーレヤマ 金 山本　実光 岩村　浩秀 金子　雄二郎 佐藤　行太 澤川　菊雄 24
9507 ピアチェーレヤマ 銀さん 岩田　宏道 高澤　和永 田所　正 大野　芳正 長嶋　文一郎 24
9508 Rest Station RIDERS-S1 土田　章 三浦　佳則 中山　光昭 鈴木　和哉 初見　治 29
9509 Rest Station RIDERS-S2 川端　秀典 中島　一之 田開　行夫 山中　仁 坂従　正実 29
9510 チームＫａｎｅ８大トロ 栁澤　一夫 門井　彰治 加藤　豊 藤枝　守男 宇波　光司 針田　仁 16
9511 Honda栃木 亀仙人 小林　一郎 河合　秀雄 泉　昌宏 明石　政已 安部　秀之 Garret　Evert 26



◆4時間耐久の部　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 メンバー6 ピット

4001 青木　祐介 32
4002 パインヒルズ'90 秋郷　伸一 31
4003 安藤　剛 31
4004 はんもん自転車部 家常　智文 31
4005 池田　照男 32
4006 伊藤　誠也 31
4007 チームメタモル 榎本　拓哉 31
4008 大寺　美貴夫 32
4009 6HERO 大畑　六宏 32
4010 小野寺　高一 32
4011 ECU 恩田　隼 31
4012 海冨牧場 海冨　拓也 31
4013 はんもん自転車部 喜瀬　裕人 31
4014 黒澤軍団×OVER☆HEAT 黒澤　力 31
4015 小金澤　嘉 31
4016 小久保　崇 31
4017 小西　一星 31
4018 佐藤　裕一 31
4019 はんもん自転車部 篠塚　雄祐 31
4020 柴山　洋一 31
4021 鈴木　勝利 32
4022 後方侭 鈴木　裕太 32
4023 塙山くらぶ 制野　勝 32
4024 ロードバイク会 世古口　良 31
4025 ロードバイク会 高槻　将文 31
4026 田苗　充 32
4027 cycleclub.jp 田中　洸太 32
4028 田中　久之 32
4029 鳥居　文吾 32
4030 イマイ・スプロケッツ 中山　和俊 32
4031 SOL 那須　宏之 32
4032 はんもん自転車部 西川　大貴 31
4033 樋川　晃洋 32
4034 古屋　卓己 31
4035 町田　純一 32
4036 松村　整侍 32
4037 エキップ・オク 毛呂　隆之 32
4038 Ｓｗａｃｃｈｉ 諸星　篤志 31
4039 つくばサーキットアタック隊 柳井　稔 32
4040 湯本　剛史 32
4041 筑波でポン! 横瀬　秀人 31
4042 萬　知也 32

◆4時間耐久の部　女子・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 ピット

4101 Flecha 大林　明日香 30
4102 A.R.C.C.レーシング 熊谷　有香子 31
4103 和田　恵美 32



◆4時間耐久の部　男子・車種自由・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 メンバー6 ピット

4201 IMPOSSIBLE モラザニ　シルバン 田中　啓太 20
4202 お肉大好き 浅野　秀行 佐藤　均 20
4203 外構屋 平田　幸平 吉村　亮 8
4204 TAKEO SUSUMU 町田　進 大野　竹生 8
4205 地球防衛軍 大谷　雄一 白石　博之 8
4206 Narita SUPER 尾島　晴久 成田　直 28
4207 迫真チャリンコ部 加藤　悠貴 槌　祥平 23
4208 はちのこ 阿部　史英 石丸　博基 28
4209 Flecha 上林　正典 関根　洋樹 30
4210 Flecha 花嶋　泰弘 及川　哲成 30
4211 flecha teamB 渡辺　進一 梅森　賢 30
4212 森崎　光博 岩城　滋彦 28
4213 NFTspiritteamG 長島　茂雄 大束　浩史 清水　宏一 6
4214 大人のダンシング 遠峰　一樹 渡辺　高礼 小澤　雅之 28
4215 グラン・デパール　A 阿部　康浩 三田　千寛 浅川　佑哉 7
4216 KBC2 久保　貴嗣 石井　和文 篠塚　正俊 8
4217 sora 柴田　明季 菅原　健一 富田　誠樹 15
4218 Team Narushico 鹿野　佳基 成島　秀明 長嶋　孝朗 27
4219 チームアンディ 玉田　周 杉浦　聡 鳥取　源太 2
4220 チームフランク 丸井　健一 高本　智之 稲葉　海斗 2
4221 T3 武井　賢一 高橋　武志 大里　卓也 27
4222 ゆるよび自転車競技部 小林　諒太 吉野　一弥 長谷川　祐史 27
4223 ASART 水戸部　仁志 長塚　修平 根本　大輔 畑　勇気 27
4224 石田屋穣立 石田　祥大 石田　貴大 立林　穣 豊田　晋伍 10
4225 NFT_Spirts_W 川俣　祐 宮澤　祐樹 小笠原　悠介 蛭田　朋弥 6
4226 チームアクトス 佐々木　隆太 濱　賢三 熊谷　雅章 岡山　博季 10
4227 TEAM NAKATA 馬場　傑 小島　明男 佐藤　孝廣 中田　健士 17
4228 TEAM NAKATA NEO 新木　勇人 新木　勇汰 牧野　哲哉 菅家　正裕 17
4229 Next Azure Racing 照山　聖岳 小杉　智 佐々木　邦暢 小笠原　尚久 18
4230 Next Azure Racing B 岸　大輔 野口　卓 中村　拓也 原　健太 18
4231 風神雷神インスパイア 宮武　裕和 小川　圭一 岸　紘平 中村　京春 5
4232 浪饅頭飛行 佐瀬　達也 八木　良太郎 林　正晃 前野　和哉 5

◆4時間耐久の部　男女混成・車種自由・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 メンバー6 ピット

4301 Team ARI 荒木　太 古川　恵里 9
4302 Team 1045 本木　裕之 本木　純子 9
4303 チーム まーとんす 藤田　祐紀 藤田　英恵 9
4304 日本ろう自転車競技協会 早瀨　憲太郎 早瀨　久美 22
4305 norichan 星名　典男 星名　和代 22
4306 uni-sys 森山　雄馬 濱中　廣子 市川　浩平 3
4307 グラン・デパール　B 下田　晋一郎 山口　良彰 下田　領湖 7
4308 館山自転車倶楽部 庄本　幸範 小川　孝彦 山口　みづき 16
4309 茶虎と暴走の肉団子 松浦　大輔 須賀　真奈美 門馬　史典 3
4310 AISTサイクリング部B 浅井　栄大 平野　和己 天野　みなみ 笠松　秀輔 2
4311 北二会 石神　吉雄 佐藤　和明 篠宮　由美子 新井　孝志 2
4312 グラン・デパール　C 神保　豪 神保　佳奈 矢部　明彦 矢部　由佳梨 7
4313 SchneiderCyclingClub 福原　友美 市川　裕康 千頭　烈之 滝藤　忍 2
4314 T-MUMI 植村　直徳 三上　勝博 松坂　智 飯田　真弓 1
4315 REALZE 立石　浩文 梅原　浩 嶋村　美幸 岸本　渚 1



◆4時間耐久の部　レディース・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 メンバー6 ピット

4401 Team　ZENRIN 宗近　亜衣 立花　美津子 三谷　紘子 21

◆4時間耐久の部　ファミリー・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 メンバー6 ピット

4501 team-G 河村　康弘 河村　昇馬 19
4502 Flecha（フレーチャ） 川田　政 川田　翔太 30
4503 ﾑﾂｻﾞｯｷｼﾞｬﾊﾟﾝ 六崎　俊太郎 六崎　龍太郎 19
4504 sora 西田　真則 西田　匠真 小泉　直樹 15
4505 館山自転車倶楽部2 押元　利明 押元　想 保坂　知明 小沢　拓海 16
4506 TEAM NAKATA Jr. 荒川　隆人 荒川　理空 飯田　恵一 飯田　暁音 17


