
登録者　１－Ａ

種目 ゼッケン 発走タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
1-A 登 白１ 9:00:00 秋山 悟郎 男 34 ACQUA TAMA
1-A 登 白２ 9:00:15 石井 哲也 男 44 ARAI  MURACA
1-A 登 白３ 9:00:30 上村 領佑 男 20 Fuji-Cyclingtime.co japon
1-A 登 白４ 9:00:45 大瀬戸 芳和 男 31 W．V．OTA
1-A 登 白５ 9:01:00 大野 二美雄 男 50 gruppo ACQUA TAMA
1-A 登 白６ 9:01:15 大堀 隆三 男 33 浅野リラクゼーション
1-A 登 白７ 9:01:30 沖原 雄 男 33 川口市自転車競技連盟
1-A 登 白８ 9:01:45 奥野 晃成 男 40 Maidservant Subject
1-A 登 白９ 9:02:00 鬼塚 志洋 男 34 チバポンズ
1-A 登 白１０ 9:02:15 小山 浩之 男 37
1-A 登 白１１ 9:02:30 加地 邦彦 男 36 なるしまフレンド
1-A 登 白１２ 9:02:45 河合 達朗 男 25 TEAM-Y
1-A 登 白１３ 9:03:00 川原 建太郎 男 35 チーム・Y
1-A 登 白１４ 9:03:15 河村 豪士 男 25 FUJI-Cycling Time.com
1-A 登 白１５ 9:03:30 菅野 正明 男 23 Fuji-Cyclingtime.com Japon
1-A 登 白１６ 9:03:45 岸本 侑大 男 22 Vitesse-イチカワ
1-A 登 白１７ 9:04:00 倉林 貴彦 男 33 なるしまフレンド
1-A 登 白１８ 9:04:15 香西 真介 男 33
1-A 登 白１９ 9:04:30 小室　雅成 男 湘南ベルマーレ
1-A 登 白２０ 9:04:45 古谷 崇 男 33 TEAMスタープレックスサイクル
1-A 登 白２１ 9:05:00 齋藤 憲幸 男 35 竹芝サイクルレーシング
1-A 登 白２２ 9:05:15 齊藤 元 男 40
1-A 登 白２３ 9:05:30 境田 健太 男 23 Fuji-Cyclingtime.com Japon
1-A 登 白２４ 9:05:45 佐藤 大智 男 20 Vitesse-イチカワ
1-A 登 白２５ 9:06:00 佐藤 宝樹 男 36 竹芝サイクルレーシング
1-A 登 白２６ 9:06:15 佐藤 勇気 男 23 竹芝サイクルレーシング
1-A 登 白２７ 9:06:30 澤村 健太郎 男 32 メイドさん学科自転車部
1-A 登 白２８ 9:06:45 沢本 啓太 男 41
1-A 登 白２９ 9:07:00 篠崎 友 男 28 MUUR ZERO
1-A 登 白３０ 9:07:15 清水 洋一 男 40 fast lene racing
1-A 登 白３１ 9:07:30 鈴木 大忠 男 40 SUBARU RT
1-A 登 白３２ 9:07:45 諏訪 孝浩 男 40 W．V．OTA
1-A 登 白３３ 9:08:00 関本 晃洋 男 35 サントリーＦ×みさかレーシング
1-A 登 白３４ 9:08:15 高岡　亮寛 男 イナーメ・アイランド信濃山形
1-A 登 白３５ 9:08:30 高橋 利明 男 36 Vitesse-イチカワ
1-A 登 白３６ 9:08:45 高橋 義博 男 35 チームCB
1-A 登 白３７ 9:09:00 武田 稔 男 49 ARAI MURACA
1-A 登 白３８ 9:09:15 武富 康平 男 24 東工大トライアスロン部
1-A 登 白３９ 9:09:30 竹野 洋介 男 43 ARAI－MURACA
1-A 登 白４０ 9:09:45 田中 桂太 男 42
1-A 登 白４１ 9:10:00 塚野 満 男 39 オッティモ
1-A 登 白４２ 9:10:15 戸田 誠 男 36 日野自動車レーシングチーム
1-A 登 白４３ 9:10:30 富澤 正行 男 35 チームリマサンズ
1-A 登 白４４ 9:10:45 長塚 良介 男 32 チームCB
1-A 登 白４５ 9:11:00 中村 昇平 男 36
1-A 登 白４６ 9:11:15 野崎 鉄雄 男 51 パインヒルズ ’90
1-A 登 白４７ 9:11:30 能勢 謙介 男 41 Team Type 1
1-A 登 白４８ 9:11:45 塙 寿明 男 33 lottimo
1-A 登 白４９ 9:12:00 林 航平 男 18 横浜高校
1-A 登 白５０ 9:12:15 原川　浩介 男 湘南ベルマーレ
1-A 登 白５１ 9:12:30 東 修 男 38 竹芝サイクルレーシング
1-A 登 白５２ 9:12:45 平澤 巌 男 37 チーム・Y
1-A 登 白５３ 9:13:00 福本 滝男 男 38
1-A 登 白５４ 9:13:15 藤井 建行 男 35 チームCB
1-A 登 白５５ 9:13:30 古屋 穂高 男 33 FAST LANE Racing
1-A 登 白５６ 9:13:45 ポール ソールズベ 男 37
1-A 登 白５７ 9:14:00 増田 輝之 男 42 FAST LANE Racing
1-A 登 白５８ 9:14:15 町田 広 男 34 AQCUA TAMA
1-A 登 白５９ 9:14:30 三浦 喜明 男 43 竹芝サイクルレーシング
1-A 登 白６０ 9:14:45 三澤 一如 男 36
1-A 登 白６１ 9:15:00 水野 康弘 男 35 チームスキップ
1-A 登 白６２ 9:15:15 宮崎 健久 男 36
1-A 登 白６３ 9:15:30 村松 太陽 男 27 TEAM・Y
1-A 登 白６４ 9:15:45 本図 範夫 男 39 L’ottimo
1-A 登 白６５ 9:16:00 森本 周大郎 男 35 浅野リラクゼーション
1-A 登 白６６ 9:16:15 柳井 善次 男 34 TeamFitte
1-A 登 白６７ 9:16:30 山本 健一 男 35 なるしまフレンド
1-A 登 白６８ 9:16:45 横沢 孝征 男 41 ALPHAWK
1-A 登 白６９ 9:17:00 渡辺 祐樹 男 35 Forzi:k山梨



登録者１－Ｃ，Ｅ，Ｆ

種目 ゼッケン 発送タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
1-C 登・マスターズ 白７１ 9:30:00 会田 幸勝 男 43 チーム・Y
1-C 登・マスターズ 白７２ 9:30:15 伊井 賢一 男 44 みさかレーシング
1-C 登・マスターズ 白７３ 9:30:30 江國 健夫 男 43 チバポンズかわぐち農園
1-C 登・マスターズ 白７４ 9:30:45 岡 宏 男 57 チームマリアローザ
1-C 登・マスターズ 白７５ 9:31:00 小田 一仁 男 46 アライ
1-C 登・マスターズ 白７６ 9:31:15 恩田 昌弥 男 41
1-C 登・マスターズ 白７７ 9:31:30 勝川 真司 男 45 チームCB+
1-C 登・マスターズ 白７８ 9:31:45 加藤 明豊 男 40 BREZZAカミハギRT
1-C 登・マスターズ 白７９ 9:32:00 川邊 良治 男 45 サンケン電気自転車部
1-C 登・マスターズ 白８０ 9:32:15 高坂 希太郎 男 49 hotstaff
1-C 登・マスターズ 白８１ 9:32:30 牛頭 勝 男 46 竹芝サイクルレーシング
1-C 登・マスターズ 白８２ 9:32:45 小林 秀雄 男 41 FAST LANE Racing
1-C 登・マスターズ 白８３ 9:33:00 五味 実 男 52 セキヤ
1-C 登・マスターズ 白８４ 9:33:15 佐藤 剛 男 44 ビーフリーク
1-C 登・マスターズ 白８５ 9:33:30 須藤 大輔 男 41 VOLCAオードビーBOMA UVEX
1-C 登・マスターズ 白８６ 9:33:45 竹内 正宏 男 53 たかだフレンドレーシング
1-C 登・マスターズ 白８７ 9:34:00 田中 健司 男 58 アトリエフルーブ
1-C 登・マスターズ 白８８ 9:34:15 遠山 良夫 男 52 Bounce
1-C 登・マスターズ 白８９ 9:34:30 土門 伸行 男 41
1-C 登・マスターズ 白９０ 9:34:45 行木 智人 男 45 Fast Lane Racing
1-C 登・マスターズ 白９１ 9:35:00 橋本 惣 男 41 MUUR ZERO
1-C 登・マスターズ 白９２ 9:35:15 橋本 剛 男 46 ARAI RACING CLUB
1-C 登・マスターズ 白９３ 9:35:30 原田 敬史 男 53 VOLCAオードビーBOMA・UVEX
1-C 登・マスターズ 白９４ 9:35:45 伴 肇 男 48 NEW!R・シロクマ
1-C 登・マスターズ 白９５ 9:36:00 藤田 照夫 男 63 ALPHAWK
1-C 登・マスターズ 白９６ 9:36:15 牧野 誠司 男 56 ミノムシ市川
1-C 登・マスターズ 白９７ 9:36:30 松村 悟 男 44 PineHills’90
1-C 登・マスターズ 白９８ 9:36:45 道山 馨 男 41 ALPHAWK
1-C 登・マスターズ 白９９ 9:37:00 矢澤 友久 男 41 超人☆倶楽部
1-C 登・マスターズ 白１００ 9:37:15 渡辺 正彦 男 59 ALPHAWK

種目 ゼッケン 発送タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
1-E 女子オープン 白１０１ 9:40:00 赤塚 友梨恵 女 みさかサイクル
1-E 女子オープン 白１０２ 9:40:15 荒船 弘美 女
1-E 女子オープン 白１０３ 9:40:30 井上 玲美 女 スーパーKアスリートラボ
1-E 女子オープン 白１０４ 9:40:45 今立 志乃 女 ARAI MUACA
1-E 女子オープン 白１０５ 9:41:00 内海 妃佐子 女 TEAM MILANO
1-E 女子オープン 白１０６ 9:41:15 恩田 歩 女
1-E 女子オープン 白１０７ 9:41:30 加戸 百合子 女 TEAM MILANO
1-E 女子オープン 白１０８ 9:41:45 栗田 由菜 女
1-E 女子オープン 白１０９ 9:42:00 栗原 春湖 女 ARAI MURACA
1-E 女子オープン 白１１０ 9:42:15 佐藤 咲子 女 Ready Go JAPAN
1-E 女子オープン 白１１１ 9:42:30 謝 茹 女 川口自転車競技連盟
1-E 女子オープン 白１１２ 9:42:45 菅澤 隆美 女 W．V．OTA
1-E 女子オープン 白１１３ 9:43:00 高橋 千晶 女
1-E 女子オープン 白１１４ 9:43:15 高山 陽美 女 charips
1-E 女子オープン 白１１５ 9:43:30 武田 和美 女 ARAI MURACA
1-E 女子オープン 白１１６ 9:43:45 武田 和佳 女 ARAI MURACA
1-E 女子オープン 白１１７ 9:44:00 谷本 直子 女 Vitesse-Serotta-Feminin
1-E 女子オープン 白１１８ 9:44:15 二階堂 敦子 女 ARAI MURACA
1-E 女子オープン 白１１９ 9:44:30 程嶋 可奈子 女 チームCB
1-E 女子オープン 白１２０ 9:44:45 三角 聖子 女 ARAI RACING CLUB
1-E 女子オープン 白１２１ 9:45:00 横山 幸子 女
1-E 女子オープン 白１２２ 9:45:15 綿貫 通穂 女 みさかレーシング 女子部
1-E 女子オープン 白１２３ 9:45:30 和地 恵美 女 たかだフレンドレーシング

種目 ゼッケン 発送タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
1-F 登録者中学生 白１２５ 9:46:00 石上 優大 男 14 EQADS
1-F 登録者中学生 白１２６ 9:46:15 岡村 宗一郎 男 15 サンシャイントライアスロンC
1-F 登録者中学生 白１２７ 9:46:30 小山 貴大 男 15 EQADS/太田市立旭中学
1-F 登録者中学生 白１２８ 9:46:45 藤田 一鷹 男 15 ALPHAWK  川越市立初雁中学校



未登録者２－Ａ

種目 ゼッケン 発走タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
2-A 未登録 赤１ 10:30:00 青木 猛 男 41 ARAIRACINGCLUB
2-A 未登録 赤２ 10:30:15 青山 永佳 男 43 TeamARI
2-A 未登録 赤３ 10:30:30 秋山 貴俊 男 22 安藤整形外科レーシングチー
2-A 未登録 赤４ 10:30:45 荒井 保典 男 35 パインヒルズ’90
2-A 未登録 赤５ 10:31:00 伊藤 晋一 男 32
2-A 未登録 赤６ 10:31:15 内田 拓実 男 24 安藤整形外科レーシングチー
2-A 未登録 赤７ 10:31:30 宇野 一成 男 46 Green SCT
2-A 未登録 赤８ 10:31:45 楳木 賢次 男 42 WESTY C・P
2-A 未登録 赤９ 10:32:00 梅野 優哉 男 39 ケイドサイクリングクラブ
2-A 未登録 赤１０ 10:32:15 大久保 吉規 男 35
2-A 未登録 赤１１ 10:32:30 大津 将史 男 26 WE LOVE O2
2-A 未登録 赤１２ 10:32:45 鬼澤 秀和 男 35 Green
2-A 未登録 赤１３ 10:33:00 小見 広 男 42 Green SCT
2-A 未登録 赤１４ 10:33:15 各務 亨 男 41 Team ARI
2-A 未登録 赤１５ 10:33:30 鹿島 洋輔 男 40 SQUAD TAKUYA
2-A 未登録 赤１６ 10:33:45 片倉 康喜 男 42
2-A 未登録 赤１７ 10:34:00 加納 篤 男 31 BLAU BRITZEN
2-A 未登録 赤１８ 10:34:15 木口 勝海 男 50 Team ARI
2-A 未登録 赤１９ 10:34:30 北村 稔 男 38
2-A 未登録 赤２０ 10:34:45 木原 直幹 男 31 NEXTGROOVE CYCLING
2-A 未登録 赤２１ 10:35:00 木村 伸義 男 51
2-A 未登録 赤２２ 10:35:15 國分 俊幸 男 32 ブラウ ブリッツェン
2-A 未登録 赤２３ 10:35:30 後藤 秀樹 男 26 Forzi:k 山梨
2-A 未登録 赤２４ 10:35:45 後藤 秀樹 男 26 Forzi:k 山梨
2-A 未登録 赤２５ 10:36:00 小林 将幸 男 44 HEART－GREEN
2-A 未登録 赤２６ 10:36:15 斉藤 英代 男 40
2-A 未登録 赤２７ 10:36:30 坂手 潤一 男 46 BOUNCE
2-A 未登録 赤２８ 10:36:45 櫻井 隆 男 30 Blanche
2-A 未登録 赤２９ 10:37:00 鹿野 雄久 男 38 ブラウブリッツェン
2-A 未登録 赤３０ 10:37:15 清水 友幸 男 30 BARCA FOSSATO
2-A 未登録 赤３１ 10:37:30 杉本 雄太郎 男 32 チーム・Y
2-A 未登録 赤３２ 10:37:45 杉山 明彦 男 41 みさかレーシング
2-A 未登録 赤３３ 10:38:00 高橋 翔 男 27
2-A 未登録 赤３４ 10:38:15 千葉 大基 男 28 Team Dirty Wheels
2-A 未登録 赤３５ 10:38:30 鴇田 日出夫 男 45 RC HOBO
2-A 未登録 赤３６ 10:38:45 時田 幸雄 男 44 Team ARI
2-A 未登録 赤３７ 10:39:00 豊田 淳 男 42 Golosa
2-A 未登録 赤３８ 10:39:15 中野 江一郎 男 36 golosa
2-A 未登録 赤３９ 10:39:30 中山 大介 男 38
2-A 未登録 赤４０ 10:39:45 西田 和史 男 31 四葉のローラー台/横河電機
2-A 未登録 赤４１ 10:40:00 長谷川 稔 男 48 Green SCT
2-A 未登録 赤４２ 10:40:15 福岡 実 男 37 Team FITTE
2-A 未登録 赤４３ 10:40:30 福澤 慶一 男 26
2-A 未登録 赤４４ 10:40:45 福永 幸一 男 42 メイドさん学科自転車部
2-A 未登録 赤４５ 10:41:00 藤浪 康司 男 42 アトリエフルーブ
2-A 未登録 赤４６ 10:41:15 布施 知洋 男 47 HONDA R&amp;D
2-A 未登録 赤４７ 10:41:30 二見 聡 男 26 BOUNCE
2-A 未登録 赤４８ 10:41:45 武道 誠芳 男 51 Zeus
2-A 未登録 赤４９ 10:42:00 牧志 晃一 男 44 なるしまフレンド
2-A 未登録 赤５０ 10:42:15 向園 裕二 男 33 チーム･Y
2-A 未登録 赤５１ 10:42:30 山岸 甚太郎 男 35 NikonCycleRacingTeam
2-A 未登録 赤５２ 10:42:45 山口 玲央 男 38 Team ARI
2-A 未登録 赤５３ 10:43:00 山倉 幹丈 男 43 内房レーシング
2-A 未登録 赤５４ 10:43:15 山﨑 淳 男 39 Green SCT
2-A 未登録 赤５５ 10:43:30 横川 隆明 男 40 ノロッサR.C



未登録者２－Ｂの部

種目 ゼッケン 発走タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
2-B 未登録 赤５６ 10:45:00 五十嵐 淳 男 37 チーム メタボR
2-B 未登録 赤５７ 10:45:15 池崎 治 男 46 コムリンサイクリングチーム
2-B 未登録 赤５８ 10:45:30 池田 啓 男 32 BARCA FOSSATO
2-B 未登録 赤５９ 10:45:45 石井 義晃 男 38 ARAI RACING CLUB
2-B 未登録 赤６０ 10:46:00 上野 夏樹 男 45 TEAMスタープレックスサイクル
2-B 未登録 赤６１ 10:46:15 大瀧 智之 男 41
2-B 未登録 赤６２ 10:46:30 大都 起一 男 44 Green SCT
2-B 未登録 赤６３ 10:46:45 女部田 智之 男 26 ALTOPIANO
2-B 未登録 赤６４ 10:47:00 小野 勝之 男 45 SPACE
2-B 未登録 赤６５ 10:47:15 折戸 敦生 男 41
2-B 未登録 赤６６ 10:47:30 加藤 健 男 40 TDW
2-B 未登録 赤６７ 10:47:45 北澤 純 男 43 Team ARI
2-B 未登録 赤６８ 10:48:00 北島 智史 男 46 BOUNCE
2-B 未登録 赤６９ 10:48:15 功刀 信明 男 29
2-B 未登録 赤７０ 10:48:30 合田 大介 男 49 over-do
2-B 未登録 赤７１ 10:48:45 小林 雄仁 男 45 TEAM MILANO
2-B 未登録 赤７２ 10:49:00 酒寄 隆 男 29 チームよりもっこり
2-B 未登録 赤７３ 10:49:15 佐々木 俊行 男 46 サイクリングチームコムリン
2-B 未登録 赤７４ 10:49:30 笹目 重隆 男 38 AQULS RACING TEAM
2-B 未登録 赤７５ 10:49:45 佐田 昇平 男 29 チームよりもっこり
2-B 未登録 赤７６ 10:50:00 佐藤 淳 男 45 over-do
2-B 未登録 赤７７ 10:50:15 佐藤 宏 男 42 一番星
2-B 未登録 赤７８ 10:50:30 塩田 栄 男 43 L'ottimo
2-B 未登録 赤７９ 10:50:45 重原 章哲 男 42 Green SCT
2-B 未登録 赤８０ 10:51:00 島田 友 男 33
2-B 未登録 赤８１ 10:51:15 東海林 武 男 41 パインヒルズ’90
2-B 未登録 赤８２ 10:51:30 杉岡 達次 男 48 いそや
2-B 未登録 赤８３ 10:51:45 薗部 崇 男 39
2-B 未登録 赤８４ 10:52:00 高梨 俊雄 男 40 チームポテト
2-B 未登録 赤８５ 10:52:15 田中 克典 男 50
2-B 未登録 赤８６ 10:52:30 田中 伸也 男 48 チーム・Y
2-B 未登録 赤８７ 10:52:45 田中 雅 男 25 over-do
2-B 未登録 赤８８ 10:53:00 張 思園 男 44
2-B 未登録 赤８９ 10:53:15 手嶋 真人 男 27
2-B 未登録 赤９０ 10:53:30 寺内 秀一 男 48
2-B 未登録 赤９１ 10:53:45 冨田 大輔 男 35 アトリエ フルーブ
2-B 未登録 赤９２ 10:54:00 中島 透 男 46 ALPHAWK
2-B 未登録 赤９３ 10:54:15 中曽 佑一 男 25 over-do
2-B 未登録 赤９４ 10:54:30 長田 博史 男 38 チームミラノ
2-B 未登録 赤９５ 10:54:45 中村 茂 男 36
2-B 未登録 赤９６ 10:55:00 西地 慶太 男 37 BARCA FOSSATO
2-B 未登録 赤９７ 10:55:15 忍田 隆広 男 49 synerzy
2-B 未登録 赤９８ 10:55:30 服部 達男 男 48 Team ARI
2-B 未登録 赤９９ 10:55:45 原 貴史 男 29 ARAI MURACA
2-B 未登録 赤１００ 10:56:00 東原 佑介 男 39
2-B 未登録 赤１０１ 10:56:15 藤井 伸悟 男 42 ONIIMAN魚河岸輪野郎
2-B 未登録 赤１０２ 10:56:30 藤田 拓也 男 28 ほんだら連合・HRCT
2-B 未登録 赤１０３ 10:56:45 藤村 英司 男 36
2-B 未登録 赤１０４ 10:57:00 保高 洋 男 39 ワタナベRC湘南
2-B 未登録 赤１０５ 10:57:15 堀江 亮 男 43 TEAM DREAMER
2-B 未登録 赤１０６ 10:57:30 眞坂 哲平 男 27 セマス新松戸
2-B 未登録 赤１０７ 10:57:45 松前 弘史 男 42 ARAI RACING CLUB
2-B 未登録 赤１０８ 10:58:00 松村 新一 男 39 サイクルクラブ3UP
2-B 未登録 赤１０９ 10:58:15 松本 裕達 男 31 SLEIPNIR
2-B 未登録 赤１１０ 10:58:30 丸山 兼児 男 31 FBWC
2-B 未登録 赤１１１ 10:58:45 南 潤 男 34 Team Kata-Cory
2-B 未登録 赤１１２ 10:59:00 森島 浩二 男 34 Inner-low
2-B 未登録 赤１１３ 10:59:15 森田 陽一 男 33 チーム・Y
2-B 未登録 赤１１４ 10:59:30 谷地 哲夫 男 51 サイクルズワカサ
2-B 未登録 赤１１５ 10:59:45 矢野 豊 男 39 zero to top35
2-B 未登録 赤１１６ 11:00:00 矢野 豊 男 39 zero to top
2-B 未登録 赤１１７ 11:00:15 山口 啓介 男 31 チームCB
2-B 未登録 赤１１８ 11:00:30 山本 篤史 男 29 チームCB
2-B 未登録 赤１１９ 11:00:45 山本 直樹 男 32 エレシスサイクリングクラブ
2-B 未登録 赤１２０ 11:01:00 結城 健太 男 32 BOUNCE
2-B 未登録 赤１２１ 11:01:15 吉井 勝 男 42 ZERO to TOP
2-B 未登録 赤１２２ 11:01:30 吉崎 徹 男 36 ARAI MURACA
2-B 未登録 赤１２３ 11:01:45 吉田 博隆 男 41 CT KAZO
2-B 未登録 赤１２４ 11:02:00 若林 洋輔 男 34 charips
2-B 未登録 赤１２５ 11:02:15 若生 滋 男 41
2-B 未登録 赤１２６ 11:02:30 渡辺 友一 男 35 レーシングチームUNO



未登録者２－Ｃ部

種目 ゼッケン 発走タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
2-C 未登録 赤１２７ 11:10:00 青柳 浩史 男 34 Team Dirty Wheels
2-C 未登録 赤１２８ 11:10:15 綾川 聡司 男 33
2-C 未登録 赤１２９ 11:10:30 安藤 智希 男 35
2-C 未登録 赤１３０ 11:10:45 生田 開 男 13 oniiman魚河岸輪野郎
2-C 未登録 赤１３１ 11:11:00 池亀 英樹 男 43 Team ARI
2-C 未登録 赤１３２ 11:11:15 石川 直昭 男 39 ほんだら連合
2-C 未登録 赤１３３ 11:11:30 五十幡 智司 男 47
2-C 未登録 赤１３４ 11:11:45 市村 典久 男 39 BOUNCE
2-C 未登録 赤１３５ 11:12:00 井上 厚 男 34 SWORD FISH
2-C 未登録 赤１３６ 11:12:15 今林 昌二 男 42
2-C 未登録 赤１３７ 11:12:30 岩田 紳也 男 53 ARAI MURACA
2-C 未登録 赤１３８ 11:12:45 上野 孝幸 男 36 Team Dirty Wheels
2-C 未登録 赤１３９ 11:13:00 内田 泰仁 男 37
2-C 未登録 赤１４０ 11:13:15 浦野 哲浩 男 31
2-C 未登録 赤１４１ 11:13:30 海老沢 雅 男 41 トリクラ
2-C 未登録 赤１４２ 11:13:45 大沼 雄一郎 男 36 いそや友の会
2-C 未登録 赤１４３ 11:14:00 大平 悠多 男 27
2-C 未登録 赤１４４ 11:14:15 岡留 康文 男 46 Golosa
2-C 未登録 赤１４５ 11:14:30 岡留 康文 男 46 Golosa
2-C 未登録 赤１４６ 11:14:45 荻野 琢哉 男 36 黒澤軍団
2-C 未登録 赤１４７ 11:15:00 小野 日生太 男 40 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１４８ 11:15:15 兼子 辰治 男 45 Green SCT
2-C 未登録 赤１４９ 11:15:30 上村 申和 男 35 みさかレーシング
2-C 未登録 赤１５０ 11:15:45 川瀬 鉄也 男 30 チームよりもっこり
2-C 未登録 赤１５１ 11:16:00 神定 智彦 男 46 ちばっ子
2-C 未登録 赤１５２ 11:16:15 北島 秀俊 男 31 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１５３ 11:16:30 木村 公洋 男 36 TRH Racing Team
2-C 未登録 赤１５４ 11:16:45 木村 峰登 男 30
2-C 未登録 赤１５５ 11:17:00 栗田 武弘 男 41 TEAM DAIHO
2-C 未登録 赤１５６ 11:17:15 桑崎 実 男 46 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１５７ 11:17:30 小池 勝 男 43 BOUNCE
2-C 未登録 赤１５８ 11:17:45 兒玉 文生 男 40 タマレンジャー
2-C 未登録 赤１５９ 11:18:00 小林 研太 男 31
2-C 未登録 赤１６０ 11:18:15 小林 高志 男 49 TEAMしなのじ
2-C 未登録 赤１６１ 11:18:30 小林 智行 男 32 team 無所属
2-C 未登録 赤１６２ 11:18:45 小林 秀治 男 39
2-C 未登録 赤１６３ 11:19:00 小林 正広 男 45 cc-flame
2-C 未登録 赤１６４ 11:19:15 小林 裕二 男 31 TRH Racing Team
2-C 未登録 赤１６５ 11:19:30 坂本 隆 男 40 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１６６ 11:19:45 佐藤 達也 男 47
2-C 未登録 赤１６７ 11:20:00 佐藤 望 男 24
2-C 未登録 赤１６８ 11:20:15 佐野 眞二 男 48 BLANCHE
2-C 未登録 赤１６９ 11:20:30 澤田 光 男 27 ミツバサイクリング部
2-C 未登録 赤１７０ 11:20:45 塩島 健 男 44
2-C 未登録 赤１７１ 11:21:00 鴫原 智彦 男 29
2-C 未登録 赤１７２ 11:21:15 篠原 信明 男 46
2-C 未登録 赤１７３ 11:21:30 篠山 朋宏 男 30
2-C 未登録 赤１７４ 11:21:45 清水 義峰 男 29 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１７５ 11:22:00 菅澤 正憲 男 41 W．V．OTA
2-C 未登録 赤１７６ 11:22:15 鈴木 聡 男 38 こ～ぢ倶楽部
2-C 未登録 赤１７７ 11:22:30 鈴木 政之 男 47 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１７８ 11:22:45 高橋 勉 男 41 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１７９ 11:23:00 瀧澤 好雄 男 49 チーム 信濃路
2-C 未登録 赤１８０ 11:23:15 田口 淳 男 39
2-C 未登録 赤１８１ 11:23:30 田口 英貴 男 42 STRIVES racing team
2-C 未登録 赤１８２ 11:23:45 武田 瑛弘 男 39 BOUNCE
2-C 未登録 赤１８３ 11:24:00 田中 俊行 男 36
2-C 未登録 赤１８４ 11:24:15 千葉 拓史 男 36
2-C 未登録 赤１８５ 11:24:30 千葉 直軌 男 20
2-C 未登録 赤１８６ 11:24:45 土田 康博 男 48 チーム信濃路
2-C 未登録 赤１８７ 11:25:00 土田 幸夫 男 48 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤１８８ 11:25:15 積田 仁史 男 36
2-C 未登録 赤１８９ 11:25:30 冨澤 大仁 男 27
2-C 未登録 赤１９０ 11:25:45 中西 秀治 男 41 ワタナベRC湘南
2-C 未登録 赤１９１ 11:26:00 中野 護道 男 28 BOUNCE
2-C 未登録 赤１９２ 11:26:15 西村 圭司 男 35
2-C 未登録 赤１９３ 11:26:30 野口 高司 男 33
2-C 未登録 赤１９４ 11:26:45 野田 勝則 男 33 ソードフィッシュ
2-C 未登録 赤１９５ 11:27:00 野田 裕介 男 35 THE CYCLEM@STER
2-C 未登録 赤１９６ 11:27:15 畑 芳幸 男 47 LADYBUG
2-C 未登録 赤１９７ 11:27:30 平井 周 男 46 ARAIRACING



未登録者２－Ｃ部

2-C 未登録 赤１９８ 11:27:45 平野 啓介 男 32
2-C 未登録 赤１９９ 11:28:00 古川 智 男 44 みさかレーシング
2-C 未登録 赤２００ 11:28:15 古山 浩志 男 38 オンザロード
2-C 未登録 赤２０１ 11:28:30 不破 新一 男 41 W.V.OTA
2-C 未登録 赤２０２ 11:28:45 堀畑 俊夫 男 57 TEAM DAIHO
2-C 未登録 赤２０３ 11:29:00 前原 裕司 男 32
2-C 未登録 赤２０４ 11:29:15 松尾 佳太郎 男 35
2-C 未登録 赤２０５ 11:29:30 松岡 文和 男 48
2-C 未登録 赤２０６ 11:29:45 松村 文雄 男 32 Oneway
2-C 未登録 赤２０７ 11:30:00 松本 宏規 男 44
2-C 未登録 赤２０８ 11:30:15 水田 圭 男 30 charips
2-C 未登録 赤２０９ 11:30:30 武者 孝 男 49
2-C 未登録 赤２１０ 11:30:45 村 純一 男 37 チーム・Y
2-C 未登録 赤２１１ 11:31:00 本島 柳司 男 37 MGH
2-C 未登録 赤２１２ 11:31:15 本橋 研一 男 37 over－do
2-C 未登録 赤２１３ 11:31:30 守屋 徳治 男 42 みさかレーシング
2-C 未登録 赤２１４ 11:31:45 八木 志茂 男 43 チーム ラジカル
2-C 未登録 赤２１５ 11:32:00 谷治 吉晃 男 23 チーム信濃路
2-C 未登録 赤２１６ 11:32:15 山口 宏 男 44 Green SCT
2-C 未登録 赤２１７ 11:32:30 山田 洋平 男 26
2-C 未登録 赤２１８ 11:32:45 雪野 真一 男 42 ベアバレ
2-C 未登録 赤２１９ 11:33:00 横川 隆明 男 40 ノロッサR.C
2-C 未登録 赤２２０ 11:33:15 横溝 直樹 男 35 チーム・Y
2-C 未登録 赤２２１ 11:33:30 渡部 康則 男 43 ARAI RACING CLUB
2-C 未登録 赤２２２ 11:33:45 渡邊 欣晴 男 43 川口市自転車競技連盟



未登録者２-Ｄの部

種目 ゼッケン 発走タイム 氏名 性別 年齢 チーム名 記録 順位
2-D 未登録 赤２２３ 11:40:00 安藤 勝美 男 61
2-D 未登録 赤２２４ 11:40:15 五十嵐 修 男 63 川口車連・NEW！R
2-D 未登録 赤２２５ 11:40:30 井口 龍一 男 53 QUATTRO
2-D 未登録 赤２２６ 11:40:45 和泉 高志 男 55 チームY・レイクタウン
2-D 未登録 赤２２７ 11:41:00 市川 恒雄 男 61 セマスレーシング新松
2-D 未登録 赤２２８ 11:41:15 岩田 淳雄 男 50 サイクルスポーツ
2-D 未登録 赤２２９ 11:41:30 蛭名 滿雄 男 66 Club TA-BO
2-D 未登録 赤２３０ 11:41:45 大澤 徳恭 男 61 チームBMレーシング
2-D 未登録 赤２３１ 11:42:00 大塚 和平 男 62 パインヒルズ90
2-D 未登録 赤２３２ 11:42:15 大前 勇治 男 52 チームサイクルビート
2-D 未登録 赤２３３ 11:42:30 岡坂 和孝 男 52 ワタナベRC湘南
2-D 未登録 赤２３４ 11:42:45 小笠原 敏孝 男 60 ARAI RACING CLUB
2-D 未登録 赤２３５ 11:43:00 小野 忠 男 51 パインヒルズ'90
2-D 未登録 赤２３６ 11:43:15 表 和彦 男 55
2-D 未登録 赤２３７ 11:43:30 金子 泰士 男 60
2-D 未登録 赤２３８ 11:43:45 椛田 久夫 男 60
2-D 未登録 赤２３９ 11:44:00 鎌田 彰 男 51
2-D 未登録 赤２４０ 11:44:15 木村 一憲 男 53 ARAI RACING CLUB
2-D 未登録 赤２４１ 11:44:30 古平 善人 男 55 TEAM MILANO
2-D 未登録 赤２４２ 11:44:45 小林 栄一 男 56 Club TA-BO
2-D 未登録 赤２４３ 11:45:00 小林 英樹 男 57 COGS
2-D 未登録 赤２４４ 11:45:15 斎藤 孝一 男 57 チームカタカナアール
2-D 未登録 赤２４５ 11:45:30 佐藤 和仁 男 63 川口車連・Team YDC
2-D 未登録 赤２４６ 11:45:45 茂原 淳次 男 59 ユニテック RC
2-D 未登録 赤２４７ 11:46:00 杉山 一夫 男 58 Blanche
2-D 未登録 赤２４８ 11:46:15 高野 勤 男 53 cc-flame
2-D 未登録 赤２４９ 11:46:30 高橋 正巳 男 55
2-D 未登録 赤２５０ 11:46:45 溪 裕司 男 55 Team ARI
2-D 未登録 赤２５１ 11:47:00 田村 誠 男 43 cc-flame
2-D 未登録 赤２５２ 11:47:15 土屋 正人 男 50 BLANCHE
2-D 未登録 赤２５３ 11:47:30 徳永 寛司 男 55 QUATTRO
2-D 未登録 赤２５４ 11:47:45 仲沢 隆 男 52 パインヒルズ '90
2-D 未登録 赤２５５ 11:48:00 中島 誠 男 50 One Way
2-D 未登録 赤２５６ 11:48:15 中野 裕二 男 51 CLUB TA-BO
2-D 未登録 赤２５７ 11:48:30 中村 良久 男 54
2-D 未登録 赤２５８ 11:48:45 野崎 良輔 男 58 arai muraka
2-D 未登録 赤２５９ 11:49:00 野澤 伸吾 男 51 チーム・Y
2-D 未登録 赤２６０ 11:49:15 藤原 将道 男 51 WCC OB
2-D 未登録 赤２６１ 11:49:30 三浦 明 男 55
2-D 未登録 赤２６２ 11:49:45 山本 一臣 男 54 QUATTRO
2-D 未登録 赤２６３ 11:50:00 吉田 弘幸 男 67 ARAI MURACA
2-D 未登録 赤２６４ 11:50:15 和田 雄一 男 50 SPACE



チームＴＴ登録者の部

ゼッケン 発走タイム「 チーム名 氏名 性別 記録 順位

白１ 12:50:00 FLR Beer power 増田 輝之 男

白１ FLR Beer power samuel gilbert 男

白１ FLR Beer power 清水 洋一 男

白２ 12:50:15 川口市自転車競技連盟 菅原 勝良 男

白２ 川口市自転車競技連盟 大場 政登志 男

白２ 川口市自転車競技連盟 沖原 雄 男

白３ 12:50:30 浅野リラクゼーション 宮崎 健久 男

白３ 浅野リラクゼーション 大堀 隆三 男

白３ 浅野リラクゼーション 中村 昇平 男

白４ 12:50:45 SF-AT-みさかレーシング 関本 晃洋 男

白４ SF-AT-みさかレーシング 町田 広 男

白４ SF-AT-みさかレーシング 中川 宜是 男

白５ 12:51:00 Vitesse-イチカワ 高橋 利明 男

白５ Vitesse-イチカワ 岸本 侑大 男

白５ Vitesse-イチカワ 佐藤 大智 男

白６ 12:51:15 synerzy ﾎﾟｰﾙ　ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 男

白６ synerzy 田中 桂太 男

白６ synerzy 沢本 啓太 男

白７ 12:51:30 FAST LANE Racing マスターズ 行木 智人 男

白７ FAST LANE Racing マスターズ 恩田 昌弥 男

白７ FAST LANE Racing マスターズ 小林 秀雄 男

白８ 12:51:45 チーム・Y/FSR 村松 太陽 男

白８ チーム・Y/FSR 会田 幸勝 男

白８ チーム・Y/FSR 平澤 巌 男

白９ 12:52:00 みさかレーシング 伊井 賢一 男

白９ みさかレーシング 野嵜 賢二 男

白９ みさかレーシング 山口 卓郎 男

白１０ 12:52:15 W．V．OTA 諏訪 孝浩 男

白１０ W．V．OTA 大瀬戸 芳和 男

白１０ W．V．OTA 川田　啓 男

白１１ 12:52:30 パインヒルズ ’90 OZKILS 野崎 鉄雄 男

白１１ パインヒルズ ’90 OZKILS 富澤 正行 男

白１１ パインヒルズ ’90 OZKILS 中山 大介 男

白１２ 12:52:45 FLR.complex 齊藤 元 男

白１２ FLR.complex 古屋 穂高 男

白１２ FLR.complex 渡辺 祐樹 男

白１３ 12:53:00 なるしまフレンド 山本 健一 男

白１３ なるしまフレンド 倉林 貴彦 男

白１３ なるしまフレンド 金城 栄一 男

白１４ 12:53:15 Fuji-Cyclingtime.com japon 河村 豪士 男

白１４ Fuji-Cyclingtime.com japon 菅野 正明 男

白１４ Fuji-Cyclingtime.com japon 高橋 真吾 男

白１５ 12:53:30 竹芝自転車倶楽部 Team 坦々麺 南島 康一 男

白１５ 竹芝自転車倶楽部 Team 坦々麺 清宮 洋幸 男

白１５ 竹芝自転車倶楽部 Team 坦々麺 佐藤 勇気 男

白１６ 12:53:45 竹芝自転車倶楽部 Team 餃子 東 修 男

白１６ 竹芝自転車倶楽部 Team 餃子 中西 章夫 男

白１６ 竹芝自転車倶楽部 Team 餃子 石井 基朗 男

白１７ 12:54:00 オッティモ 塚野 満 男

白１７ オッティモ 本図 範夫 男

白１７ オッティモ 塙 寿明 男

白１８ 12:54:15 竹芝自転車倶楽部 Team 薄皮あんぱん 齋藤 憲幸 男

白１８ 竹芝自転車倶楽部 Team 薄皮あんぱん 牛頭 勝 男

白１８ 竹芝自転車倶楽部 Team 薄皮あんぱん 佐藤 宝樹 男



チームＴＴ登録者の部

白１９ 12:54:30 Team Zky 香西 真介 男

白１９ Team Zky 武富 康平 男

白１９ Team Zky 木下 大輝 男

白２０ 12:54:45 Maidservant Subject 澤村 健太郎 男

白２０ Maidservant Subject 小黒 栄作 男

白２０ Maidservant Subject 奥野 晃成 男

白２１ 12:55:00 なるしまフレンド Plus 加地 邦彦 男

白２１ なるしまフレンド Plus 高岡 亮寛 男

白２１ なるしまフレンド Plus 植松 太郎 男

白２２ 12:55:15 Fuji-Cyclingtime.com JAPON 境田 健太 男

白２２ Fuji-Cyclingtime.com JAPON 高橋 真吾 男

白２２ Fuji-Cyclingtime.com JAPON 輿石 亘 男

白２３ 12:55:30 チームCB+ 勝川 真司 男

白２３ チームCB+ 高橋 義博 男

白２３ チームCB+ 藤井 建行 男

白２４ 12:55:45 チームCB++ 長塚 良介 男

白２４ チームCB++ 山口 啓介 男

白２４ チームCB++ 山本 篤史 男

白２５ 12:56:00 MUUR ZERO 橋本 惣 男

白２５ MUUR ZERO 和田 光弘 男

白２５ MUUR ZERO 篠崎 友 男

白２６ 12:56:15 ガンバ陸前ARAI  酔仙 栗原 春湖 女

白２６ ガンバ陸前ARAI  酔仙 武田 和佳 女

白２６ ガンバ陸前ARAI  酔仙 今立 志乃 女

白２７ 12:56:30 ALPHAWK 渡辺 正彦 男

白２７ ALPHAWK 道山 馨 男

白２７ ALPHAWK 藤田 照夫 男

白２８ 12:56:45 BRAU BRITZEN 加納 篤 男

白２８ BRAU BRITZEN 雨澤 弘機 男

白２８ BRAU BRITZEN 國分 俊幸 男



チームＴＴ未登録者の部

ゼッケン 発走タイム チーム名 氏名 性別 記録 順位
白２９ Team ARI drinking 溪 裕司 男
白２９ Team ARI drinking 木口 勝美 男
白２９ Team ARI drinking 服部 達男 男

Team ARI drinking 服部 達男 男
白３０ 12:57:15 BOUNCE 坂手 潤一 男
白３０ BOUNCE 田中 伸也 男
白３０ BOUNCE 森田 陽一 男

BOUNCE
白３１ 12:57:30 SWORD FISH 石井 義晃 男
白３１ SWORD FISH 井上 厚 男
白３１ SWORD FISH 野田 勝則 男

SWORD FISH
白３２ 12:57:45 チーム茶畑 西村 圭司 男
白３２ チーム茶畑 山田 洋平 男
白３２ チーム茶畑 酒井 隆至 男

チーム茶畑
白３３ 12:58:00 BARCA FOSSATO 西地 慶太 男
白３３ BARCA FOSSATO 池田 啓 男
白３３ BARCA FOSSATO 清水 友幸 男

BARCA FOSSATO 大橋 純 男
白３４ 12:58:15 みさかレーシングンシーレ 上村 申和 男
白３４ みさかレーシングンシーレ 坂本 岳 男
白３４ みさかレーシングンシーレ 嶋田 進 男

みさかレーシングンシーレ
白３５ 12:58:30 Team ARI HTK 保高 洋 男
白３５ Team ARI HTK 時田 幸雄 男
白３５ Team ARI HTK 北澤 純 男

Team ARI HTK
白３６ 12:58:45 BOUNCE A 杉本 雄太郎 男
白３６ BOUNCE A 北島 智史 男
白３６ BOUNCE A 武田 瑛弘 男

BOUNCE A
白３７ 12:59:00 パインヒルズ’90インナーロー 小野 忠 男
白３７ パインヒルズ’90インナーロー 寺内 秀一 男
白３７ パインヒルズ’90インナーロー 東海林 武 男

パインヒルズ’90インナーロー
白３８ 12:59:15 みさかレーシング 青木 全一 男
白３８ みさかレーシング 古川 智 男
白３８ みさかレーシング 守屋 徳治 男

みさかレーシング
白３９ 12:59:30 みさかサイクル上野行き普通列車 野村 竜平 男
白３９ みさかサイクル上野行き普通列車 伴 肇 男
白３９ みさかサイクル上野行き普通列車 倉澤 清剛 男

みさかサイクル上野行き普通列車
白４０ 12:59:45 きむ車練（みさかレーシング） 田代 雅也 男
白４０ きむ車練（みさかレーシング） 木村 広 男
白４０ きむ車練（みさかレーシング） 永倉 勲 男

きむ車練（みさかレーシング）
白４１ 13:00:00 みさかレーシング＠レディース 赤塚 友梨恵 女
白４１ みさかレーシング＠レディース 小沼 美由紀 女
白４１ みさかレーシング＠レディース 綿貫 通穂 女

みさかレーシング＠レディース
白４２ 13:00:15 ほんだら連合1 石川 直昭 男
白４２ ほんだら連合1 藤田 拓也 男
白４２ ほんだら連合1 小宮 治久 男

ほんだら連合1
白４３ 13:00:30 BOUNCE  B 結城 健太 男
白４３ BOUNCE  B 市村 典久 男
白４３ BOUNCE  B 中野 護道 男

BOUNCE  B
白４４ 13:00:45 BOUNCE C 小池 勝 男
白４４ BOUNCE C 二見 聡 男
白４４ BOUNCE C 岩野 伸亮 男

BOUNCE C
白４５ 13:01:00 みさかレーシングTT 田口 淳 男
白４５ みさかレーシングTT 丸山 光貴 男
白４５ みさかレーシングTT 杉山 明彦 男

みさかレーシングTT
白４６ 13:01:15 パインヒルズ '90 仲沢 隆 男
白４６ パインヒルズ '90 大塚 和平 男
白４６ パインヒルズ '90 新沼 光 男

パインヒルズ '90



チームＴＴ未登録者の部

白４７ 13:01:30 ディライトバイクカンパニーH 堀内 健一 男
白４７ ディライトバイクカンパニーH 柴田 友和 男
白４７ ディライトバイクカンパニーH 岡上 準 男

ディライトバイクカンパニーH
白４８ 13:01:45 ディライトバイクカンパニーK 吉田 圭佑 男
白４８ ディライトバイクカンパニーK 楠 紳一郎 男
白４８ ディライトバイクカンパニーK 磯 佳吾 男

ディライトバイクカンパニーK
白４９ 13:02:00 ディライトバイクカンパニーM 羽生 哲裕 男
白４９ ディライトバイクカンパニーM 中澤 知典 男
白４９ ディライトバイクカンパニーM 岩川 将人 男

ディライトバイクカンパニーM
白５０ 13:02:15 パインヒルズ’90あさめし3人衆 秋郷 伸一 男
白５０ パインヒルズ’90あさめし3人衆 西村 剛 男
白５０ パインヒルズ’90あさめし3人衆 松村 悟 男

パインヒルズ’90あさめし3人衆
白５１ 13:02:30 川口自転車競技連盟 渡辺 欣晴 男
白５１ 川口自転車競技連盟 東原 健介 男
白５１ 川口自転車競技連盟 中里 聡 男

川口自転車競技連盟
白５２ 13:02:45 ほんだら連合 B 山元 勝治 男
白５２ ほんだら連合 B 友田 明彦 男
白５２ ほんだら連合 B 和田 武 男

ほんだら連合 B
白５３ 13:03:00 川口自転車競技連盟 東原 佑介 男
白５３ 川口自転車競技連盟 佐藤 和仁 男
白５３ 川口自転車競技連盟 五十嵐 修 男

川口自転車競技連盟
白５４ 13:03:15 cc-flame 高野 勤 男
白５４ cc-flame 田村 誠 男
白５４ cc-flame 小林 正広 男

cc-flame
白５５ 13:03:30 F．B．W．C． 平野 啓介 男
白５５ F．B．W．C． 丸山 兼児 男
白５５ F．B．W．C． 石澤 洋祐 男

F．B．W．C．
白５６ 13:03:45 ロングホーン・トレイン 五十嵐 淳 男
白５６ ロングホーン・トレイン 川野 修一 男
白５６ ロングホーン・トレイン 大久保 達生 男

ロングホーン・トレイン
白５７ 13:04:00 Golosa微風 大竹 昭浩 男
白５７ Golosa微風 奥野 悦礼 男
白５７ Golosa微風 堂前 篤志 男

Golosa微風 豊田 淳 男
白５８ 13:04:15 GreenSCT-H 山口 宏 男
白５８ GreenSCT-H 兼子 辰冶 男
白５８ GreenSCT-H 岩崎 和夫 男

GreenSCT-H
白５９ 13:04:30 charips-B 川岸 優 女
白５９ charips-B 追崎 雅賀 男
白５９ charips-B 高山 陽美 女

charips-B
白６０ 13:04:45 QUATTRO 徳永 寛司 男
白６０ QUATTRO 井口 龍一 男
白６０ QUATTRO 瀬野 登 男

QUATTRO 山本 一臣 男
白６１ 13:05:00 charips-A 若林 洋輔 男
白６１ charips-A 水田 圭 男
白６１ charips-A 野口 高司 男

charips-A
白６２ 13:05:15 RSCC 片倉 太郎 男
白６２ RSCC 秋元 孝文 男
白６２ RSCC 露木 博一 男

RSCC
白６３ 13:05:30 川崎消防イ･ポンピエーリ 山田 剛士 男
白６３ 川崎消防イ･ポンピエーリ 小野 良介 男
白６３ 川崎消防イ･ポンピエーリ 白土 勝彦 男

川崎消防イ･ポンピエーリ
白６４ 13:05:45 Green SCT-S 山﨑 淳 男
白６４ Green SCT-S 宇野 一成 男
白６４ Green SCT-S 小林 将幸 男

Green SCT-S



チームＴＴ未登録者の部

白６５ 13:06:00 Green SCT 被災地からエントリー 重原 章哲 男
白６５ Green SCT 被災地からエントリー 薗部 崇 男
白６５ Green SCT 被災地からエントリー 大都 起一 男

Green SCT 被災地からエントリー
白６６ 13:06:15 Taem ARI＋ONE 各務 亨 男
白６６ Taem ARI＋ONE 山口 玲央 男
白６６ Taem ARI＋ONE 鹿島 洋輔 男

Taem ARI＋ONE
白６７ 13:06:30 Captain DT CinQo 渡辺 友一 男
白６７ Captain DT CinQo 浅野 航平 男
白６７ Captain DT CinQo 手嶋 真人 男

Captain DT CinQo
白６８ 13:06:45 ケルビムRT 坂利 誠司 男
白６８ ケルビムRT 森山 勝徳 男
白６８ ケルビムRT 岡本 拓也 男

ケルビムRT
白６９ 13:07:00 NikonCycleRacingTeam 山岸 甚太郎 男
白６９ NikonCycleRacingTeam 高瀬 洋平 男
白６９ NikonCycleRacingTeam 柴田 洋樹 男

NikonCycleRacingTeam
白７０ 13:07:15 チバポンズ-FITTE 鬼塚 志洋 男
白７０ チバポンズ-FITTE 柳井 善次 男
白７０ チバポンズ-FITTE 福岡 実 男

チバポンズ-FITTE
白７１ 13:07:30 マリア90 藤田 和夫 男
白７１ マリア90 島 武廣 男
白７１ マリア90 中村 仁 男

マリア90
白７２ 13:07:45 サイクル急便 CyclingTeam 神宮司 高広 男
白７２ サイクル急便 CyclingTeam 我妻 英次郎 男
白７２ サイクル急便 CyclingTeam 桑水流 崇 男

サイクル急便 CyclingTeam 小堀 雄士 男
白７３ 13:08:00 TOKAI－OB 山本 浄 男
白７３ TOKAI－OB 福田 晋一 男
白７３ TOKAI－OB 山田 隆宏 男

TOKAI－OB 田代 淳 男
白７４ 13:08:15 ガンバ陸前ARAI  かもめのたまご 武田 和美 女
白７４ ガンバ陸前ARAI  かもめのたまご 荒船 弘美 女
白７４ ガンバ陸前ARAI  かもめのたまご 三角 聖子 女
白７５ 13:08:30 ガンバ陸前ARAI 吉田歯科 石井 哲也 男
白７５ ガンバ陸前ARAI 吉田歯科 竹野 洋介 男
白７５ ガンバ陸前ARAI 吉田歯科 山下 永 男
白７６ 13:08:45 ガンバ陸前ARAI   TAKATA RACING 吉崎 徹 男
白７６ ガンバ陸前ARAI   TAKATA RACING 清水 義峰 男
白７６ ガンバ陸前ARAI   TAKATA RACING 原 貴史 男
白７７ 13:09:00 ガンバ陸前ARAI  高田松原 松前 弘史 男
白７７ ガンバ陸前ARAI  高田松原 小田 一仁 男
白７７ ガンバ陸前ARAI  高田松原 桑崎 実 男
白７８ 13:09:15 ガンバ陸前ARAI   大船旅館 橋本 剛 男
白７８ ガンバ陸前ARAI   大船旅館 北島 秀俊 男
白７８ ガンバ陸前ARAI   大船旅館 土田 幸夫 男
白７９ 13:09:30 ガンバ陸前ARAI  ほや1号 坂本 隆 男
白７９ ガンバ陸前ARAI  ほや1号 小野 日生太 男
白７９ ガンバ陸前ARAI  ほや1号 青木 猛 男
白８０ 13:09:45 ガンバ陸前ARAI  矢作温泉 木村 一憲 男
白８０ ガンバ陸前ARAI  矢作温泉 野崎 良輔 男
白８０ ガンバ陸前ARAI  矢作温泉 渡部 康則 男
白８１ 13:10:00 ガンバ陸前ARAI 広田半島大漁まつ 小笠原 敏孝 男
白８１ ガンバ陸前ARAI 広田半島大漁まつ 吉田 弘幸 男
白８１ ガンバ陸前ARAI 広田半島大漁まつ 岩田 紳也 男
白８２ 13:10:15 ガンバ陸前ARAI「八木澤醤油」 武田 稔 男
白８２ ガンバ陸前ARAI「八木澤醤油」 平井 周 男
白８２ ガンバ陸前ARAI「八木澤醤油」 星 藤雄 男
白８３ 13:10:30 ガンバ陸前ARAI  ホタテ3まい 鈴木 政之 男
白８３ ガンバ陸前ARAI  ホタテ3まい 佐藤 達也 男
白８３ ガンバ陸前ARAI  ホタテ3まい 富沢 大仁 男
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