
種目：Ａクラス　スタート　８：４５　　３０ｋｍ　１０周（中間ポイント６周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

緑 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
Ａ－０１ 宮崎 健久 浅野リラクゼーション
Ａ－０２ 小林 宏志 Honda R&D 栃木
Ａ－０３ 福本 滝男 Honda R&D 栃木
Ａ－０４ 二條 正則 チーム オールドニュー
Ａ－０５ 上村 立一 チバポンズかわぐち農園
Ａ－０６ 山口 公一 ALFELI
Ａ－０７ 岩橋 賦
Ａ－０８ 大野 二美雄 GRUPPO ACQUA TAMA
Ａ－０９ 大村 慶二 HACHIOJI CYCLING PROJECT
Ａ－１０ 三浦 喜明 チバポンズ川口農園
Ａ－１１ 善波 昭 Hachioji cycling project
Ａ－１２ 八島 秀隆 TEAM MARUZEN
Ａ－１３ 代田 和明 VOLCAオードビーBOMA・UVEX
Ａ－１４ 伊藤 敦弘 チバポンズ川口農園
Ａ－１５ 江下 健太郎 えしけんドットコム
Ａ－１６ 菅原 勝良 川口市自転車競技連盟
Ａ－１７ 合田 正之 cycleclub 3UP
Ａ－１８ 三上 和志 cycleclub 3UP
Ａ－１９ 今野 勝博 EsperanceStage
Ａ－２０ 飯倉 信之 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ａ－２１ 丸山 英将 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ａ－２２ 佐藤 知紀
Ａ－２３ 須佐 浩二 TEAM MILANO
Ａ－２４ 金田 一 OYAMA STARPLEX
Ａ－２５ 古谷 崇 OYAMA STARPLEX
Ａ－２６ 福岡 実 チバポンズかわぐち農園
Ａ－２７ 鬼塚 志洋 チバポンズ川口農園
Ａ－２８ 奈良 浩
Ａ－２９ 松村 悟 パインヒルズ’90
Ａ－３０ 小川 克広 じてんしゃの杜
Ａ－３１ 南 雄大 ラヴニールあづみの
Ａ－３２ 國府田 正司 NAMAZU PLUS TOCHIGI
Ａ－３３ 小山 貴大 EQADS
Ａ－３４ 小林 一郎 Honda R&D 栃木
Ａ－３５ 阿部 耕一 OYAMA STARPLEX
Ａ－３６ 山西 健司 Honda R&D 栃木
Ａ－３７ 宗吉 貞幸 Swacchi Test Team
Ａ－３８ 小竹 俊輔 EQADS
Ａ－３９ 大竹 剛
Ａ－４０ 酒井 真一 チバポンズ川口農園
Ａ－４１ 河合 達朗 チームY
Ａ－４２ 梅野 優哉 ケイド サイクリング クラブ
Ａ－４３ 小室 雅成 Cannondale-spacezeropoint
Ａ－４４ 平井 栄一 ブリヂストンエスポワール
Ａ－４５ 寺崎 武郎 ブリヂストンエスポワール
Ａ－４６ 清水 太己 ブリヂストンエスポワール
Ａ－４７ 椿 大志 ブリヂストンエスポワール
Ａ－４８ 秋丸 湧哉 ブリヂストンエスポワール
Ａ－４９ 六峰 亘 ブリヂストンエスポワール
Ａ－５０ 渡辺 将大 TAKIZAWA

選手名 所属名 順位



種目：B１クラス 　スタート８：４６　　24km　８周（中間ポイント５周目）

１戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計
ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント

Ｂ１－５１ 井上 尚大 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５２ 佐藤 稜平 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５３ 園田 晶也 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５４ 野谷 直登 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５５ 魚谷 優治 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５６ 塩見 拓也 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５７ 新村 拓也 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５８ 鈴木 誠人 日本大学豊山高等学校 
Ｂ１－５９ 萩原 慎也 NAMAZU PLUS TOCHIGI
Ｂ１－６０ 高木 三千成 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ１－６１ 代 凌介 EQADS
Ｂ１－６２ 猿田 匠 栄北高等学校
Ｂ１－６３ 渡辺 直哉 栄北高等学校
Ｂ１－６４ 山川 遼 栄北高等学校
Ｂ１－６５ 荒木 多結 小松原高等学校
Ｂ１－６６ 植原 琢也 小松原高等学校
Ｂ１－６７ 有山 誠昌 小松原高等学校
Ｂ１－６８ 小玉 勇一 小松原高等学校
Ｂ１－６９ 佐藤 智紀 栄北高等学校
Ｂ１－７０ 竹鼻 悠馬 前橋育英高校
Ｂ１－７１ 春木 道洋 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７２ 佐藤 照吾 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７３ 西野 公貴 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７４ 藏部 竜丸 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７５ 渡辺 優太 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７６ 髙畑 和弘 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ１－７７ 塩田 航平 栄北高等学校
Ｂ１－７８ 大橋 涼 栄北高等学校
Ｂ１－７９ 川合 銀河 栄北高等学校
Ｂ１－８０ 市川 貴大 埼玉県川越工業高等学校
Ｂ１－８１ 荒木 貴大 埼玉県川越工業高等学校
Ｂ１－８２ 早川 侑哉 栄北高等学校
Ｂ１－８３ 柳沢 一貴 早稲田大学本庄高等学院
Ｂ１－８４ 福田 之太 立教新座中学校・高等学校
Ｂ１－８５ 関谷 聡 立教新座中学校・高等学校
Ｂ１－８６ 星野 秀太
Ｂ１－８７ 勝本 丈 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ１－８８ 星野 禎樹 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ１－８９ 平井 智巳 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ１－９０ 小林 ジュネード 栄北高等学校
Ｂ１－９１ 山下 裕貴 栄北高等学校
Ｂ１－９２ 下谷地 平 栄北高等学校
Ｂ１－９３ 鈴木 周哉 早稲田大学本庄高等学院
Ｂ１－９４ 佐々木　智志 早稲田大学本庄高等学院

キャッ
プ青

選手名 所属名 順位



種目：Ｂ２クラス　スタート　８：４７　　２４ｋｍ　８周（中間ポイント５周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

赤 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
Ｂ２－１０１ 森 天孝 都立小平西高等学校
Ｂ２－１０２ 谷口 光輝 都立小平西高等学校
Ｂ２－１０３ 古瀬 裕人 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０４ 石井 達也 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０５ 岩本 翔 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０６ 大谷 翼 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０７ 樺澤 裕一 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０８ 小松 尊 埼玉県立浦和北高等学校
Ｂ２－１０９ 川上 俊太 都立小平西高等学校
Ｂ２－１１０ 安田 拓生 武蔵越生高等学校
Ｂ２－１１１ 佐藤 直樹 TEAM MILANO/草加東高等学校

Ｂ２－１１２ 長塚 寿生 つくば秀英
Ｂ２－１１３ 磯川 勝裕 都立小平西高等学校
Ｂ２－１１４ 髙橋 翔 筑波大学附属坂戸高等学校
Ｂ２－１１５ 金井 智明 筑波大学附属坂戸高等学校
Ｂ２－１１６ 山浦 寛人 筑波大学附属坂戸高等学校
Ｂ２－１１７ 石上 優大 EQADS 
Ｂ２－１１８ 重田 兼吾 Team CUORE / 柏中央高校
Ｂ２－１１９ 渡邊 克哉 埼玉県立鳩山高等学校
Ｂ２－１２０ 石田 雅弘 小松原高等学校
Ｂ２－１２１ 十時 隆櫻 小松原高等学校
Ｂ２－１２２ 秋葉 昭智 小松原高等学校
Ｂ２－１２３ 山口 智也 Team Swacchi
Ｂ２－１２４ 畑中 栄二 埼玉県立浦和工業高等学校
Ｂ２－１２５ 長沢 勇太郎 埼玉県立浦和工業高等学校
Ｂ２－１２６ 小山 亮 埼玉県立浦和工業高等学校
Ｂ２－１２７ 井手口 昌樹 埼玉県立浦和工業高等学校
Ｂ２－１２８ 中村 匡宏 前橋育英高等学校
Ｂ２－１２９ 谷 伊央里 前橋育英高等学校
Ｂ２－１３０ 小林 勇翔 埼玉県立川越工業高等学校
Ｂ２－１３１ 浦野 貴之 早稲田大学本庄高等学院
Ｂ２－１３２ 金井 慶行 前橋育英高等学校
Ｂ２－１３３ 早川 侑哉 栄北高等学校
Ｂ２－１３４ 小林 幹和 早稲田大学本庄高等学院
Ｂ２－１３５ 海野 聖太 立教新座中学校・高等学校
Ｂ２－１３６ 榎本 雄太 立教新座中学校・高等学校
Ｂ２－１３７ 大塚 知樹 立教新座中学校・高等学校
Ｂ２－１３８ 名護 剛士 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ２－１３９ 横尾 俊 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ２－１４０ 白坂 耀太郎 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ２－１４１ 藤田 郁弥 埼玉県立富士見高等学校
Ｂ２－１４２ 松本 将 早稲田大学本庄高等学院
Ｂ２－１４３ 西尾　雅俊 栄北高等学校

選手名 所属名 順位



種目：Ｃ１クラス　スタート　８：４８　　２４ｋｍ　８周（中間ポイント５周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

黒 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
Ｃ１－１５１ 小高 俊明
Ｃ１－１５２ 豊田 政治 じてんしゃの杜
Ｃ１－１５３ 川原 建太郎 チーム・Y
Ｃ１－１５４ ヒックス クレイグ なるしまフレンド
Ｃ１－１５５ 中村 昇平
Ｃ１－１５６ 武田 稔 ARAI MURACA
Ｃ１－１５７ 大谷 栄 HARP．RC
Ｃ１－１５８ 友影 良二 HONDA R&D 栃木
Ｃ１－１５９ 篠崎 一夫 NAMAZU PLUS TOCHIGI 
Ｃ１－１６０ 沖原 雄 川口車連
Ｃ１－１６１ 大堀 隆三 浅野リラクゼーション
Ｃ１－１６２ 井之輪 勲
Ｃ１－１６３ 山口 恒太郎 Honda R&D 栃木
Ｃ１－１６４ 千葉 修平
Ｃ１－１６５ 清水 幸夫 川口市自転車競技連盟
Ｃ１－１６６ 平野 宏明 ブラウ・ブリッツェン
Ｃ１－１６７ 小山 洋平 Racing CUBE
Ｃ１－１６８ 山本 篤史 チームCB
Ｃ１－１６９ 加藤 稔
Ｃ１－１７０ 加納 篤 BLAU BLITZEN
Ｃ１－１７１ 櫻井 宏行 Swacchi
Ｃ１－１７２ 福田 昌弘 NICO CYCLING TEST TEAM ：）
Ｃ１－１７３ 服部 直明 TEAM MILANO
Ｃ１－１７４ 西塚 優美 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１７５ 荒井 雅典 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１７６ 土屋 尚友 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１７７ 丸山 訓生 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１７８ 細谷 洋平 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１７９ 梅野 秀哉 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｃ１－１８０ 小松 幸一 TEAM MILANO
Ｃ１－１８１ 奥野 晃成 Maidservant Subject
Ｃ１－１８２ 土手 貴博 TEAM MILANO
Ｃ１－１８３ 道山 馨 ALPHAWK
Ｃ１－１８４ 中嶋 秀明 TEAM MILANO
Ｃ１－１８５ 平山 貴邦 Honda R&D 栃木
Ｃ１－１８６ 坂西 裕 マキノサイクルファクトリー
Ｃ１－１８７ 金井 光春 チーム・Y
Ｃ１－１８８ 向田 潤一 ブラウ ブリッツェン
Ｃ１－１８９ 小林 秀雄 FAST LANE Racing
Ｃ１－１９０ 石川 護 サイクルクラブ3UP
Ｃ１－１９１ 冨田 信道 Honda R&D栃木
Ｃ１－１９２ 岩崎 基規 サイクルクラブ3UP
Ｃ１－１９３ 浅野 大亮
Ｃ１－１９４ 塩原 義弘 milano

選手名 所属名 順位



種目：Ｃ２クラス　スタート　９：５１　　１８ｋｍ　６周（中間ポイント４周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

白 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
C２－５１遠山 良夫 BOUNCE
C２－５２小山 明男 Honda R&D 栃木
C２－５３土屋 正人 Blanche
C２－５４渡辺 正彦 ALPHAWK
C２－５５柏倉 幸人 リベルタスTBC
C２－５６三浦 郁夫 エルドラード エスペランサ
C２－５７藤田 照夫 ALPHAWK
C２－５８飯島 幸夫
C２－５９黒岩 慶造 輪千レーシング

選手名 所属名 順位



種目：Ｃ２クラス　スタート　９：５１　　１８ｋｍ　６周（中間ポイント４周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

白 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
C２－５１ 遠山 良夫 BOUNCE
C２－５２ 小山 明男 Honda R&D 栃木
C２－５３ 土屋 正人 Blanche
C２－５４ 渡辺 正彦 ALPHAWK
C２－５５ 柏倉 幸人 リベルタスTBC
C２－５６ 三浦 郁夫 エルドラード エスペランサ
C２－５７ 藤田 照夫 ALPHAWK
C２－５８ 飯島 幸夫
C２－５９ 黒岩 慶造 輪千レーシング

種目：Ｄ（女子）クラス　スタート　９：５２　　１８ｋｍ　６周（中間ポイント４周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計

ピンク ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
Ｄ－０１ 謝 茹 川口市自転車競技連盟
Ｄ－０２ 栗田 由菜 スミタ・ラバネロ
Ｄ－０３ 笹岡 眞奈美 SQUADRA CORSA cicli HIDE
Ｄ－０４ 簑原 由加利 日本ろう自転車競技部
Ｄ－０５ 山口 英子 しもつけチャリザル
Ｄ－０６ 酒井 陽子 チームマリアローザ
Ｄ－０７ 須佐 文乃 TEAM MILANO
Ｄ－０８ 木村 菜々 TEAM MILANO
Ｄ－０９ 細田 愛未 埼玉県立川越工業高等学校
Ｄ－１０ 美山 陽子 Team CUORE / Team FITTE
Ｄ－１１ 高橋 奈美
Ｄ－１２ 内海 妃佐子 TEAM MILANO
Ｄ－１３ 前島 律子 TEAM FITTE
Ｄ－１４ 番場 しおり Cycles Marmotte
Ｄ－１５ 伊藤 しおり
Ｄ－１６ 中村 智美 チーム・Y
Ｄ－１７ 三角　聖子 ARAI RACING CLUB
Ｄ－１８ 草野 久美 Swacchi
Ｄ－１９ 渋谷 花恵 NAMAZU PLUS TOCHIGI
Ｄ－２０ 蕗野 恵美子 チーム・Y
Ｄ－２１ 武田 和美 ＡＲＡＩ　ＭＵＲＡＣＡ
Ｄ－２２ 佐藤 さおり チームY
Ｄ－２３ 加戸 百合子 TEAM MILANO

種目：中学生クラス　スタート　９：５２　　１８ｋｍ　６周（中間ポイント４周目）
キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計
緑 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
中学ー１０１ 高山 純 青梅市立第七中学校自転車部

中学ー１０２ 高山 正行 青梅市立第七中学校自転車部

中学ー１０３ 清水 海斗 青梅市立第七中学校自転車部

中学ー１０４ 戸田 秀明 青梅市立第七中学校自転車部

中学ー１０５ 渡辺 歩 郡山市立大槻中学校

中学ー１０６ 藤田 涼平 大石中学校

中学ー１０７ 渡辺 慶太 みさかレーシング

中学ー１０８ 藤田 一鷹 ALPHAWK

中学ー１０９ 岡本 涼 立教新座中学校・高等学校

中学ー１１０ 橘田 和樹 立教新座中学校・高等学校

中学ー１１１ 澤部 肇 立教新座中学校・高等学校

中学ー１１２ 宮澤 奎太 立教新座中学校・高等学校

中学ー１１３ 花田 聖誠 YOU CAN jr

中学ー１１４ 細谷 夢菜 ﾁｸﾘﾋﾃﾞ さいたま市立八王子中学校

選手名 所属名 順位

選手名 所属名 順位

選手名 所属名 順位



種目：上級クラス　スタート　９：５０　　１８ｋｍ　６周（中間点なし）
キャップ 第１戦 第２戦 第３戦 第４戦 合計

青 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
上級－０１ 福永 幸一 メイドさん学科自転車部

上級－０２ 山田 洋平 チーム茶畑

上級－０３ 杉本 雄太郎 チーム・Y

上級－０４ 伊藤 広

上級－０５ 田中 伸也 チーム・Y

上級－０６ 佐藤 秀和 ベアバレ

上級－０７ 井口 正晴 Rise--Ride

上級－０８ 大友 伸幸 HARP RC

上級－０９ 浜島 章浩 かねこれーしんぐ

上級－１０ 小林 直樹 チーム・Y

上級－１１ 荒川 勇睦 しもつけ チャリザル

上級－１２ 池﨑 治 サイクリングチームコムリン

上級－１３ 中山 亮一 成蹊大学自転車部

上級－１４ 菊池 昇 おおえだRT

上級－１５ 石川 敬芳 SEKIみちのく

上級－１６ 佐藤 剛 レーシングチーム・頂

上級－１７ 栢森 広 サイクルファクトリーアライ

上級－１８ 工藤 蓮童 チームY越谷

上級－１９ 松村 新一 cycleclub3UP

上級－２０ 露木 博一 RSCC

上級－２１ 川田 優作 獨協大学自転車部

上級－２２ 小幡 嘉一

上級－２３ 濱田 博 湘南ベルマーレ

上級－２４ 坂手 潤一 BOUNCE

上級－２５ 酒井 宏幸 HARP．R．C

上級－２６ 櫻庭 秀司 チーム・Y

上級－２７ 徳野 修一 LEGON

上級－２８ 岸 奈治郎 OneWay

上級－２９ 伊藤 大介

上級－３０ 大野 善彦 TOKYOTS

上級－３１ 川野 智行 チーム・Y/チームBOSCH

氏名 所属名 順位



種目：中級クラス　スタート　１０：４０　　１５ｋｍ　５周（中間点なし）
キャップ 第１戦 第２戦 第３戦 第４戦 合計

白 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
中級－０１ 矢島 俊彦 チ-ム・Y

中級－０２ 八嶋 亮太 Swacchi

中級－０３ 森井 尚和 タマレンジャー

中級－０４ 鈴木 克明 チーム・Y

中級－０５ 中島 透 ALPHAWK

中級－０６ 河野 元治 Splash

中級－０７ 松崎 幸司 ALTOPIANO

中級－０８ 山本 圭吾 サイクルクラブ3UP

中級－０９ 鶴田 和弘 クラブアンリミテッド

中級－１０ 北島 智史 BOUNCE

中級－１１ 上村 申和 みさかレーシング

中級－１２ 佐藤 宏

中級－１３ 結城 健太 BOUNCE

中級－１４ 吉田 博隆 CT KAZO

中級－１５ 中田 諭 メイドさん学科自転車部

中級－１６ 大島 尚紀 BELVS

中級－１７ 高澤 利和

中級－１８ 柳堀 伸

中級－１９ 森田 陽一 チーム・Y

中級－２０ 江川 樹一郎

中級－２１ 伊藤 雄介

中級－２２ 石井 義晃 ARAI RACING CLUB

中級－２３ 幕内 慎一 おおえだRT

中級－２４ 新村 大輔

中級－２５ 笠原 孝之

中級－２６ 松永 直樹 チーム・Y

中級－２７ 南 潤

中級－２８ 茂呂 彰 NAMAZU PLUS TOCHIGI

中級－２９ 中村 友一郎

中級－３０ 工藤 祐紀 HOWA RACING

中級－３１ 吉崎 徹 ARAI MURACA

中級－３２ 矢口 勝之 Swacchi

中級－３３ 大渕 仁 SQUADRA CORSA cicli HIDE

中級－３４ 木村 博行 ARAIRACINGCLUB

中級－３５ 岡林 大司 Aquls Racing Team

中級－３６ 國井 敏夫 MilePost Racing Team

中級－３７ 戸田 淳 B.Y.C.C.

中級－３８ 鈴木 博之 ルート610

中級－３９ 古川 智 みさかレーシング

中級－４０ 星 秋一 SQUADRA CORSA cicli HIDE

中級－４１ 佐々木 俊行 サイクリングチームコムリン

中級－４２ 仲山 浩史 しもつけ チャリザル

中級－４３ 根岸 利安

中級－４４ 吉田 直矢 Gruppo Acqua Tama

中級－４５ 横溝 直樹 チームY

中級－４６ 田中 克典 CYCLO CLUB

中級－４７ 鈴木 直志 CLUB TA-BO

選手名 所属名 順位



種目：初級１クラス　スタート　１０：４１　１５ｋｍ　５周（中間点なし）
キャップ １周目 ２周目 ３周目 ４周目 合計

黄 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
初級１－５１ 市川 実

初級１－５２ 番場 しおり Cycles Marmotte

初級１－５３ 葛西 信雄

初級１－５４ 竹谷 治郎 チーム・Y

初級１－５５ 島田 大輔 メイドさん学科自転車部

初級１－５６ 大塚 邦幸

初級１－５７ 葭野 真也 チーム・Y

初級１－５８ 水野 秀則 チームe-経営者

初級１－５９ 西村 圭司 チーム茶畑

初級１－６０ 山田 雄大 ZELKOVA・RC

初級１－６１ 佐川 和己 ALPHAWK

初級１－６２ 高木 直之

初級１－６３ 築山 春木

初級１－６４ 船野 睦雄 KMCycle IBEX

初級１－６５ 小川 泰幸 タマレンジャー

初級１－６６ 綾川 聡司

初級１－６７ 浅野 忠士 Team SLEIPNIR

初級１－６８ 小杉 隆 Team Natchan

初級１－６９ 小池 勝 BOUNCE

初級１－７０ 柿田 亮介 高崎ナッカラーノ

初級１－７１ 宮田 大 日本

初級１－７２ 小林 裕二 TRH Racing Team

初級１－７３ 狩野 大吾 ふんがくん

初級１－７４ 井田 晶 FAST+LANE

初級１－７５ 渡辺 学

初級１－７６ 番場 慶太郎 Cycles Marmotte

初級１－７７ 東 智博

初級１－７８ 湯山 英明 TEAM MILANO

初級１－７９ 門奈 芳生
SQUADRA CORSA cicli
HIDE

初級１－８０ 川邊 徹平 Team Sleipnir

初級１－８１ 佐野 修司 サイクルクラブ3UP

初級１－８２ 狩谷 源一郎 チームY

初級１－８３ 上野 了

初級１－８４ 波多野 健志 チーム・Y

初級１－８５ 高岸 暁生 ウラバレ

初級１－８６ 武田 和也 メイドさん学科自転車部

初級１－８７ 市村 典久 BOUNCE

初級１－８８ 岡崎 崇

初級１－８９ 中山 開作 浅野リラクゼーション

初級１－９０ 坂本 隆 ARAI RACING CLUB

初級１－９１ 木村 公洋 TRH Racing Team

初級１－９２ 峰岸 雄一

初級１－９３ 福田 健太

初級１－９４ 杉山 博志

初級１－９５ 桑崎 実 ARAI RACING CLUB

初級１－９６ 千葉 哲也 サイクルクラブ3UP

選手名 所属名 順位



種目：初級2クラス　スタート　１０：４２　１５ｋｍ　５周（中間点なし）
キャップ １周目 ２周目 ３周目 ４周目 合計

赤 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
初級２－１５１ 飯島 和也

初級２－１５２ 杉本 浩 Team Splash

初級２－１５３ 伊東 佑馬

初級２－１５４ 野口 雅司

初級２－１５５ 川平 敦

初級２－１５６ 木暮 正樹 Ren.con

初級２－１５７ 田中 俊行

初級２－１５８ 越智 彬皓

初級２－１５９ 神尾 篤

初級２－１６０ 内田 啓太

初級２－１６１ 本間 武

初級２－１６２ 石井 邦利

初級２－１６３ 前川 太一 ELA

初級２－１６４ 池田 克実

初級２－１６５ 石川 陽一 HOWA RACING

初級２－１６６ 加藤 常雄 Ren.con

初級２－１６７
池松 州一
郎 青山トライアスロン倶楽部

初級２－１６８ 中野 護道 BOUNCE

初級２－１６９ 竹中 佳範 HARP RC

初級２－１７０ 高橋 昭裕 Swacchi

初級２－１７１ 江森 辰雄

初級２－１７２ 加藤 健 Team Dirty Wheels

初級２－１７３ 碓井 優仁 BELVS

初級２－１７４ 若尾 清

初級２－１７５ 田村 佳大 Ren.con

初級２－１７６ 舘 真人 TRH Racing Team

初級２－１７７ 児山 友規 SBC Sports PIRATA

初級２－１７８ 井沢 泰治 bike room sin

初級２－１７９ 得利 雄介 日本ろう自転車競技協会

初級２－１８０ 大堀 貴志

初級２－１８１ 片山 勝見 AQULS RACING TEAM

初級２－１８２ 藤沢 仁 equipe mistral

初級２－１８３
小笠原 侑
貴

初級２－１８４
小野 日生
太 ARAI RACING CLUBU

初級２－１８５ 高橋 晃 チーム・Y

初級２－１８６ 草野 久 Swacchi

初級２－１８７ 土川 裕己

初級２－１８８ 小長谷 剛 Honda R&D栃木

初級２－１８９ 小原 清文

初級２－１９０ 依田 治

初級２－１９１ 森山 剛吏
港サイクリングクラブ
MCC

初級２－１９２ 石毛 明仁 チーム&#8226;Y

初級２－１９３ 星 光太郎 TEAM TATAKA

初級２－１９４ 岩橋 悟志

初級２－１９５ 福島 健一

初級２－１９６ 一条 厚 日本ろう自転車競技協会

選手名 所属名 順位



種目：ＭＡクラス　スタート　１０：４３　　１２ｋｍ　４周（中間ポイントなし）

キャップ １戦目 ２戦目 ３戦目 ４戦目 合計
黒 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント

ＭＡ－１０１ 川口 治秀 GEORGE
ＭＡ－１０２ 井口 龍一 QUATTRO
ＭＡ－１０３ 小山 清一 NAMAZU PLUS TOCHIGI
ＭＡ－１０４ 巻島 杉夫 チーム・Y
ＭＡ－１０５ 翁坂 裕一
ＭＡ－１０６ 徳永 寛司 QUATTRO
ＭＡ－１０７ 田中 学 シクロガーデン
ＭＡ－１０８ 北郷 澄人 おおえだRT
ＭＡ－１０９ 飯田 誠 B.Y.C.C.
ＭＡ－１１０ 鈴木 好幸 ウゴー レーシングクラブ
ＭＡ－１１１ 朝日 三男 TEAM スタープレックス サイクル 
ＭＡ－１１２ 藤沼 秀行 TEAM しもつけ チャリ猿
ＭＡ－１１３ 秋郷 伸一 パインヒルズ’90
ＭＡ－１１４ 斎藤 孝一 チームカタカナアール
ＭＡ－１１５ 大場 將 SEKIみちのく
ＭＡ－１１６ 元吉 剰人 Team Splash
ＭＡ－１１７ 石原 由之
ＭＡ－１１８ 茂原 淳次 ユニテック RC
ＭＡ－１１９ 岩田 紳也 ARAI RACING CLUB
ＭＡ－１２０ 島村 幸男 伊奈レーシング
ＭＡ－１２１ 金子 泰士
ＭＡ－１２２ 大澤 徳恭 チームBMレーシング
ＭＡ－１２３ 高橋 秀人 ALPHAWK
ＭＡ－１２４ 伊香 誠 和田サイクルRC
ＭＡ－１２５ 田中 信幸 チームPASSO
ＭＡ－１２６ 吉田 禎邑 TEAM MILANO
ＭＡ－１２７ 川田 多加司 KST
ＭＡ－１２８ 田口 久雄
ＭＡ－１２９ 近澤 正治 NAMAZU.PLUS.TOCHIGI
ＭＡ－１３０ 榎本 功 Teamロングライフ
ＭＡ－１３１ 石橋 芳夫 ALPHAWK
ＭＡ－１３２ 立石 義孝 Ren．con
ＭＡ－１３３ 吉岡 輝雄

選手名 所属名 順位


