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協   賛   ヨシダ防災㈱ 
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第１戦 平成 24 年 12 月２３日（日） 

第２戦 平成 25 年 1 月  6 日（日） 

第３戦 平成 25 年 1 月 27 日（日） 

第４戦 平成 25 年 2 月 24 日（日） 
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大会日程 

１）運営役員受付：   ７：００          （星宮公民館入り口） 

２）競技役員打合せ：  ７：１０          （星宮公民館内大会本部） 

３）選手受付 ：  A-M、A-C、A-W  B-Mの４クラス       ７時５０分 ～ ８時４０分 

B-A、B-B、B-C1、B-C2の４クラス        ８時４５分 ～ ９時４０分 

A-E1、A-J1、A-J2、A-E2の４クラス      ９時４５分 ～１０時３０分 

各クラスともスタート時刻 ２０分前で受付を打切ります。 

   （行田総合運動公園駐車場内・大会受付） 

４）開会式  第1戦（H24/12/23）    ９：４０ ～  （大会スタート前付近） 

  式次第 

１） 第2ヒート選手整列（B-A、B-B、B-C1、B-C2 ） 

２） 開会宣言   一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟      副会長：亀田 博文 

３） 挨拶     一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟       会長：新藤 享弘 

４） 来賓挨拶    行田市教区委員会               教育長：中村 猛 

５） 選手宣誓  BSアンカーサイクリングチームU23       

６） 競技開始 １０：００ ～ 

５）閉会式  第4戦（H25/2/24）   １3：0０      （星宮公民館駐車場） 

１） 大会総評     大会審判長                        

２） 成績発表     大会競技委員長                   岡田 文夫                

３） 表  彰   一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟         会長：新藤 享弘 

４） 挨  拶   一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟         会長：新藤 享弘 

閉会宣言   一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟        副会長：立川 憲一 
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大会委員 
     

 大会会長 新藤 享弘 
    

 大会副会長 立川 憲一 亀田 博文 
   

大会委員長 渡邊 淳 
    

 役員受付 清水 洪作 
    

運営役員 
     

 総務委員長 木村 光男 中山 芳郎 吉田 正 
  

 総務員 渡邊 淳 吉田 正 清水 洪作 戸田 信治 高井 潤 

 セクレタリー 高井 潤 
    

 VIP 対応 吉田 正 清水 洪作 
   

 賞典 中山 芳郎 戸田 信治（最終戦） 堀 友紀代（最終戦） 吉田 久代（最終戦） 
 

 選手受付 戸田 信治 武田 稔 堀 友紀代 吉田 久代 金子 政子 

  ﾗｲｾﾝｽｺﾝﾄﾛ―ﾙ 松沢 健二 鈴木 通夫 
   

 記録 高井 潤 成塚 章二 
   

 機材管理 番場 誠 
    

 救護 服部 記義 番場 誠 
   

収容 吉田 成司 
    

競技役員 
     

 競技委員長 岡田 文夫 藤原 盛一 山岸 健二 
  

 審判長 平尾 昭法 堀 邦夫 
   

 決勝審判 堀 邦夫 野口 勇 吉田 武美 
  

招集 松尾 健作   
  

 通告 小林 美奈子 
    

 電子計時 JMS 
    

 周回・打鐘 吉田 一美 成塚 章二 
   

      
移動審判 

 
立哨審判員 

 
安全対策員 

 
 MOTO1 新井 由郁  A 岡安 義則 1 渡辺 壽 

 MOTO2 斎藤 栄治  A2 福島 治憲 2 水垣 房男 

 MOTO3 杉谷 聡  B 山岸 國伸 3 前川 弘行 

 MOTO4 三浦 孝之  C 吉野 晃司 4 押木 新二 

 MOTO5 菅原 雄悟  D 小林 康由 5 熊谷 和文 

 MOTO6 松倉 信裕  D2 森本 聡 6 畠山 敬司 

 MOTO7 大島 環  F 高野 宗一 7 金子 政春 

 MOTO８ 岩山 学  F2 田中 利男 8 門倉 幸弘 

  
 G 柳沢 滝夫 9 宇佐美 浩平 

保安員 
 

 H 町田 純一 10 遠藤 哲夫 

 ① 近藤   I 大浜 雅宏 11 大谷 一雄 

 ② 保安員２  J 平林 克実 12 小林 政春 

 ③ 保安員３ J2 並木 守夫 13 島崎 武 

  
 K 高橋 敦 14 斎藤 実 

  
 L 邊見 榮一 15 春原 善吉 

  
 M 金子 政博 16 須永 恒夫 

  
 N 倉上 友和 17 金子 静寿 

  
 O 高橋 道夫 18（選手誘導） 補助員１ 

  
  19（選手誘導） 補助員２ 

  
  

  
補助員３ 

     補助員４ 

     補助員５ 
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大会要項 

目   的    自転車競技をとおして【 埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例 】の目的を達成させるために開催する。 

 

主   催    一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟  

 

後   援 行田市 行田市教育委員会 行田市体育協会 行田市商工会議所 埼玉県教育委員会 

         （公財)埼玉県体育協会（財)日本自転車競技連盟(JCF)（一財)日本自転車普及協会 埼玉新聞社 

 

協   賛    ヨシダ防災㈱ 

 

協   力 行田市産業・文化・ｽﾎﾟｰﾂ いきいき㈶  (一社) JCRC 

 

日   時 第１戦 平成24年12月２３日（日） ９：００～１５：００ 

  第２戦 平成25年 1 月  6日（日） ９：００～１５：００ 

  第３戦 平成25年 1 月 27日（日） ９：００～１５：００ 

  第４戦 平成25年 2 月 24日（日） ９：００～１５：００ 

 

受   付 A-M、A-C、A-W  B-Mの４クラス       ７時５０分 ～ ８時４０分 

B-A、B-B、B-C1、B-C2の４クラス        ８時４５分 ～ ９時４０分 

A-E1、A-J1、A-J2、A-E2の４クラス      ９時４５分 ～１０時３０分 

各クラスともスタート 時刻 ２０分前で受付を打切ります。 

 

場   所 行田市 星宮地区・上池守地区周回コース。1周3.0ｋｍ（小雨決行。降雪中止） 

コースは競技専用コースではなく一般公道です。また、近隣に小学校、公園などもあります。 

したがって、大会日以外でコースの下見試走する場合は 

道路交通法（一旦停止、左側縦列一列走行、2段階右折、特にスピードなど）を厳守は基より、 

他の車両、通行人の安全に十分注意し走行してください。 

 

競技種別     

クラス ｽﾀｰﾄ時刻 略称 参加資格 周回数 距離 募集人員 

A-M ９：００ 登録ﾏｽﾀｰｽ  ゙ JCF 通年登録の競技者で５０齢以上の者 6 周回 １８.ｋｍ 30 名 

A-C ９：０１ 中学生 JCF 通年登録の競技者で中学校在学生徒 4 周回 １２.ｋｍ 20 名 

B-M ９：０２ B 登録ﾏｽﾀｰｽ  ゙ JCF 臨時登録の競技者で５０齢以上の者 4 周回 １２.ｋｍ 30 名 

A-W ９：０３ 女子（ｵｰﾌﾟﾝ） 全ての女子競技者 5 周回 １５.ｋｍ 25 名 

 ９：４０ ～ 開会式     

B-A １０：００ B 登録上級 JCF 臨時登録の競技者で競技経験豊かな者 6 周回 １８.ｋｍ 40 名 

B-B １０：０１ B 登録中級 JCF 臨時登録の競技者で競技経験中級者 5 周回 １５.ｋｍ 40 名 

B-C１ １０：０２ B 登録初級 １ JCF 臨時登録の競技者で競技初心者 4 周回 １２.ｋｍ 30 名 

B-C２ １０：０３ B 登録初級 ２ JCF 臨時登録の競技者で競技初心者 4 周回 １２.ｋｍ 30 名 

       
A-E１ １０：５０ 登録エリート JCF 通年Elite 登録の競技者で競技経験豊かな者 10 周回 ３０.ｋｍ 50 名 

A-J１ １０：５１ 高校生 JCF 通年E 登録の高校在学年齢競技者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0 名 

A-J２ １０：５２ 高校生初心者 A-J1 年齢の競技者で競技初心者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0 名 

A-E２ １０：５３ 登録中級 JCF 通年Elite 登録の競技者で競技中級者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0 名 

 
１２：３０ ～ 閉会式 

    
U １２：３０～ 大学生 学生連盟所属の JICF 登録競技者 10 周回 ３０.ｋｍ １８０名 
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※  A-J1、A-J2および B-C1, B-C2クラスの申込の振り分けは、主催にて行う（参加者の希望は受け付けない） 

※ B登録の上級 ，中級 ，初級１，初級２への振り分けは、備考の申請をもとに主催者で振り分ける 

※  B登録者はエントリーの際に、上級、中級、初級を記入のこと 

なお概ねの振り分けとして 

上級（ＪＣＲＣ確定級Ｓ，Ａ，Ｂ相当、またはそれに準ずるもの） 

中級（ＪＣＲＣ確定級Ｃ，Ｄ相当、またはそれに準ずるもの） 

初級（ＪＣＲＣ確定級Ｅ，Ｆ相当、またはそれに準ずるもの） 

※  マスターズ（50歳以上）は通年および臨時ともに平成２５年１月１日現在の年齢による。 

※  日本学生自転車競技連盟からの参加者は（以下「学連」と言う）学連の実施要項による。 

 

競技規則  最新の㈶日本自転車競技連盟競技規則によるほか、本大会の特別規則による。 

      大会特別規則詳細は当連盟WEB上の大会Communiquéによる。 

（１） 全ての競技はマスドスタートのクリテリウム競技とし、各周回の取得ボーナス・ポイント数により順位決定する。 

（２） 全ての競技は先導の移動審判を追抜いてはならない。追抜いた者は競技より失格とし競技より除外される。 

（３） 各クラスとも先頭競技者に追抜かれた選手は失格とし競技より除外される。 

ただし、集団が追抜かれた場合は、審判長の判断による。 

（４） ニュートラリゼーション：機材故障、落車などの認められる事故が起きた場合、１周のニュートラリゼーションを

その競技者に与える。 

走路への復帰に当たっては、競技役員の指示に従って事故前に占めていた位置から再開する。 

この適用を受けた直後の周回ではﾎﾟｲﾝﾄの得点をすることはできない。 

残周回２周回以降にはニュートラリゼーションを与えない。 

（５） 機材の競技前検査は行わないが、抜き取りによる競技役員の検査で競技不適当とされた物の使用は認めない。 

ヘルメット：㈶日本自転車競技連盟公認のもので破壊強度等が確実なものを正確に着用する。競輪競走公認ヘルメ

ットは使用を認める。 

ハンドル：伝統的形状のハンドルバー以外の使用を認めない。また、グローブは必ず着用のこと。 

（６） スタート時刻はその日の参加人員、天候，道路状況によって変更することもある。    

（７） チューブラータイヤはリムに必ず固着すること。(特にカーボンリムは注意すること 

参加資格  ㈶日本自転車競技連盟登録者であること（臨時登録競技者も含む）。 

全てのマスターズクラスは、H２５年１月１日時点での年齢が５０才以上の競技者とする。 

18 歳未満の B 登録者は、当大会参加の承諾を指定承諾書に保護者の署名、捺印を添えて申し込むこと。

いずれのクラスも健康であることが証明出来る者。  

一人１種目の参加制限を設ける。 

 

表  彰  １．全クラス共に、全４戦のシリーズ・ポイント制とする。 

         ２．日程毎に1位から3位までの者に表彰状を授与する。 

最終日（2月24日〕にシリーズ全クラスの1位から3位までに賞状、賞品を授与し表彰する。 

また、4位から6位に賞状を表彰式後授与する。  

  ２．A-Mクラスで６０歳以上の参加者は別途に表彰する（賞状のみ）。 

  ３．表彰式に欠席した場合は、入賞を取り消します。（やむを得ず出席できない場合は総務委  

           員長に申し出ること） 

  ４．参加賞は、毎回ゼッケン・ヘルメットキャップ返却時に授与する。 

順位決定     １．A-E１は４，７，１０周回。A-J1, A-J2、 A-E2 は３，６，８周回。A-M ,B-A は２，４，６周回。 

            A-W、B-Bは１，３，５周回。A-C, B-C1, B-C2, B-Mは２，３，４周回において、 

フィニッシュ・ライン通過者に1位＝４点、2位＝２点、3位＝１点の得点を与える。 

         ２． 高得点者より順に順位を決定するが、同得点者が有る場合には1位の回数、それでも同点の場合は

2位の回数、3位の回数により、最終順位を決定する。 

３．シリーズ順位は各クラス毎に与えられる全シリーズでの得点を加算し得点の多い者より順に 

シリーズ順位を決定する。同点の場合は以下の順で決定する。 

   ａ．上位ゴール回数の多い者 

       ｂ．今シリーズでの参加回数の多い者 

           ｃ.  同点の場合は、最終戦の順位により決定する。 
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参加申込方法   (一社)埼玉県自転車競技連盟のWEB ﾍﾟｰｼ  ゙ http://www.saitama-cf.comで申込受付をする。 

           参加申込と同時に申込受付番号が確定しWEB画面上に表示される。 

           申込者は必ず申込受付番号を記録すること。 （参加確定通知書郵送は締切日以降） 

           各クラスとも定員になり次第、申込受付は締切る。 

学連からの参加者は別途、同連盟の実施要項による  

申込締切日  平成２４年１１月４日(日)より受付開始、１１月２６日(月)締切  

※ 締切日厳守のこと。締切日以降の申し込みは受付無い。 

※ 申込受付後の出場クラス変更は一切受付けない。申込んだクラスで出場すること。 

※ 申込受付後他の競技者との変更は認めない、発覚した場合は参加料と同額のペナルティーを与える。 

※ 申込締切り後のキャンセル待ち申込受付は一切行わない。 

参加確定通知 参加料が入金され参加が確定したものに、 参加確定通知書を１２月初旬に全員に郵送で通知する。 

参 加 料 参加料は、申込受付番号を通信欄に必ず記入し、 申込１週間以内に下記口座に入金すること。 

 期日までに送金が無い場合は参加を取り消すことがある。 

グループで複数人まとめて送金する場合も、各人全員の申込受付番号を必ず記入すること。 

         送金控えは必ず保管しておいてください。 

  郵便振替口座番号 ００５２０＝８＝６９４０７ 加入者名 埼玉車連   

 通信欄に「申込受付番号」と「クリテリウム参加料」を明記すること。 

 納入した参加料は悪天候の為の中止、その他理由の如何にかかわらず返却しない。  

 １．４回戦分一括申込（各回申込は行なわない） 

   JCF通年登録競技者   １人 １６，０００円 

   JCF通年登録競技者（高校生以下）  １人 １３，０００円 

   臨時登録者（男女とも）   １人 １８，０００円    

登録制度  ● 本大会の競技参加申込においてJCF通年登録競技者を除いた全ての申込者には、申込と同時にJCF臨時競

技者の登録を実施する(以下B登録)、JCF競技規則を遵守できない者の参加は受付けない。 

本大会でのB登録競技者には、登録証は発行しない。 

● JCF通年競技者登録は常時本連盟WEB ﾍﾟｰｼ  ゙ http://www.saitama-cf.comにおいて受付けています。 

この機会に通年JCF登録をお勧めします。 

また、本連盟より登録のJCF登録競技者にはE-Mailでの本連盟関係のご案内を随意時行っております。 

● 最新版のJCF競技規則は以下URL  http://jcf.or.jp/?page_id=218より閲覧およびﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来ます。 

また、当連盟より最新規則集の購入も出来ます。 

諸注意 ● このコースは競技用コースではなく一般公道です。したがって、大会日以外でコースの下見試走する場合 

は道路交通法（一旦停止、左側縦列一列走行、2段階右折、特にスピードなど）の厳守は基より、他の車両、

通行人の安全に十分注意し走行してください。 

● 駐車場および会場での事故・盗難等は当連盟では一切責任持たない。 

● 駐車場でのテント等の設営および自転車での走行は禁止です。違反者は駐車場および競技より排除する。 

● 競技中の病気・傷害に対しては主催者側で加入する傷害保険内の補償と応急処置のみとし、その他は各自の

責任において管理することとしますので、必ず保険証を持参してください。 

 ● 参加者は、各自で出したごみは必ず持ち帰ってください。 

● 競技で用いた計測チップは、競技終了後直ぐに、チップ回収所（選手受付）に必ず返却してください。 

参加副賞を交換で差し上げております。 

● チップは個人登録されており、返却されなかった場合は、１０，０００円を請求します。 

問合せ先：（一社）埼玉県自転車競技連盟 メールアドレス：cycle310@galaxy.ocn.ne.jp 

 TEL・FAX：（０４８）８７１－９４３３  

大会詳細・Communiqué・Result等は当連盟のWEBページに掲載する。http://www.saitama‐cf.com 

http://www.saitama-cf.com/
http://www.saitama-cf.com/
mailto:メールアドレス：cycle310@galaxy.ocn.ne.jp
http://www.saitama‐cf.com/
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ｺｰｽおよび駐車場＆受付よりの移動経路 

 

ｽﾀｰﾄ & ﾌｨﾆｯｼｭ 付近詳細図 （星宮公民館付近） 
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Communiqué No－３  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ     A-M 登録（ﾏｽﾀｰｽﾞ）     ｽﾀｰﾄ ９：００ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

Pink 1 12SCS01001 13ME1200639 田中 克典 タナカ カツノリ シクロクラブ 

Pink 2 12SCS01002 11ME9700721 渡辺 正彦 ワタナベ マサヒコ ALPHAWK 

Pink 3 12SCS01003 12ME1101629 森田 佳嗣 モリタ ヨシツグ Swacchi 

Pink 4 12SCS01005 11ME9702617 遠山 良夫 トオヤマ ヨシオ BOUNCE 

Pink 5 12SCS01006 09ME9801208 平石 功 ヒライシ イサオ 大田原サイクルクラブ 

Pink 6 12SCS01007 09ME0401533 飯嶋 幸夫 イイジマ ユキオ   

Pink 7 12SCS01008 09ME1000258 篠崎 一夫 シノザキ カズオ   

Pink 8 12SCS01009 08ME1201656 藤田 和夫 フジタ カズオ パインヒルズ 90 

Pink 9 12SCS01010 11ME9700679 藤田 照夫 フジタ テルオ ALPHAWK 

Communiqué No－５  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ    B-M B 登録（B-ﾏｽﾀｰｽﾞ） ｽﾀｰﾄ: ９：０２ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

黒 55 12SCS03001 臨時登録 大前 勇治 オオマエ ユウジ チ－ムサイクルビート 

黒 56 12SCS03002 臨時登録 近澤 正治 チカザワ マサハル Namazu plus Tochigi 

黒 57 12SCS03003 臨時登録 山田 勝弘 ヤマダ カツヒロ FINALLOW 

黒 58 12SCS03004 臨時登録 巻島 杉夫 マキシマ スギオ チーム・Y 

黒 59 12SCS03005 臨時登録 斎藤 孝一 サイトウ コウイチ チームカタカナアール 

黒 60 12SCS03006 臨時登録 水野 秀則 ミズノ ヒデノリ   

黒 61 12SCS03007 臨時登録 北郷 澄人 キタゴウ スミト おおえだ RT 

黒 62 12SCS03008 臨時登録 佐野 修司 サノ シュウジ cycleclub3up 

黒 63 12SCS03009 臨時登録 高橋 秀人 タカハシ ヒデヒト ALPHAWK 

黒 64 12SCS03010 臨時登録 島村 幸男 シマムラ ユキオ 伊奈レーシング 

黒 65 12SCS03011 臨時登録 三竹 英一郎 ミタケ エイイチロウ L'ottimo 

黒 66 12SCS03012 臨時登録 木口 勝海 キグチ カツミ Team ARI 

黒 67 12SCS03013 臨時登録 元吉 剰人 モトヨシ ノリヒト Team Splash 

黒 68 12SCS03014 臨時登録 河野 元治 コウノ モトハル   

黒 69 12SCS03015 臨時登録 小山 清一 コヤマ セイイチ   

黒 70 12SCS03016 臨時登録 木山 智 キヤマ サトシ MAME CYCLING TEAM 

黒 71 12SCS03017 臨時登録 川口 治秀 カワグチ ハルヒデ george  

黒 72 12SCS03018 臨時登録 茂原 淳次 シゲハラ ジュンジ ユニテック RC 

黒 73 12SCS03019 臨時登録 川田 多加司 カワダ タカシ   

黒 74 12SCS03020 臨時登録 高橋 善之 タカハシ ヨシユキ HARP・RC 

黒 75 12SCS03021 臨時登録 金子 泰士 カネコ ヒロシ リベルタスクラブ 

黒 76 12SCS03022 臨時登録 石原 由之 イシハラ ヨシユキ チーム茶畑 

黒 78 12SCS03023 臨時登録 吉田 禎邑 ヨシダ ヨシサト   

黒 79 12SCS03024 臨時登録 田口 久雄 タグチ ヒサオ   

黒 80 12SCS03025 臨時登録 山脇 健 ヤマワキ タケシ パンダ倶楽部自転車部 

黒 81 12SCS03027 臨時登録 立石 義孝 タテイシ ヨシタカ   

黒 82 12SCS03028 臨時登録 一宮 秀雄 イチノミヤ ヒデオ   

黒 83 12SCS03029 臨時登録 鈴木 好幸 スズキ ヨシユキ ウゴー レーシングクラブ 

黒 84 12SCS03030 臨時登録 加藤 常雄 カトウ ツネオ Ren.con 

黒 85 12SCS03031 臨時登録 小林 三津男 コバヤシ ミツオ   

黒 86 12SCS03032 臨時登録 秋郷 伸一 アキサト シンイチ パインヒルズ’90 

黒 87 12SCS03033 臨時登録 田口 久夫 タグチ ヒサオ   



 

平成２４年度埼玉県クリテリウム競技大会 

「浮城のまち 行田クリテリウム」 

- 8 - 

 

 

 

Communiqué No－６  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ     A-W 女子(ｵｰﾌﾟﾝ） ｽﾀｰﾄ ９：０３ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ クラブ名/学校名 

黄緑 32 12SCS04001 09FE1001622 山口 英子 ヤマグチ エイコ TEAM しもつけ チャリザル 

黄緑 33 12SCS04002 11FE0800174 西塚 優美 ニシヅカ ユミ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黄緑 34 12SCS04003 11FJ1001157 細田 愛未 ホソダ マナミ 埼玉県立川越工業高等学校 

黄緑 35 12SCS04004 08FE1200373 草野 久美 クサノ クミ Swacchi 

黄緑 36 12SCS04005 臨時登録 蕗野 恵美子 フキノ エミコ チーム・Y 

黄緑 37 12SCS04006 臨時登録 三角 聖子 ミスミ セイコ   

黄緑 38 12SCS04007 13FU1201405 樫木 祥子 カシキ ショウコ 駒澤大学自転車部 

黄緑 39 12SCS04008 臨時登録 石井 恵 イシイ メグミ コムリン 

黄緑 40 12SCS04009 13FE1001703 樋口 はるみ ヒグチ ハルミ タマレンジャー 

黄緑 41 12SCS04010 臨時登録 西山 美佳 ニシヤマ ミカ   

黄緑 42 12SCS04011 臨時登録 加戸 百合子 カド ユリコ TEAM MILANO 

黄緑 43 12SCS04012 11FE0801228 内海 妃佐子 ウチウミ ヒサコ TEAM MILANO 

黄緑 44 12SCS04013 臨時登録 須佐 文乃 スサ アヤノ team MILANO 

黄緑 45 12SCS04014 11FU0700601 武田 和佳 タケダ ワカ ARAI MURACA 

黄緑 46 12SCS04015 臨時登録 森 美穂子 モリ ミホコ チーム Y 

黄緑 47 12SCS04016 13FE1100515 前島 律子 マエジマ リツコ TEAM FITTE 

黄緑 48 12SCS04017 臨時登録 綾野 桂子 アヤノ ケイコ チバポンズ 

黄緑 49 12SCS04018 臨時登録 細谷 夢菜 ホソヤ ユメナ さいたま市立八王子中学校 

黄緑 50 12SCS04019 臨時登録 廣瀬 道子 ヒロセ ミチコ   

黄緑 121 学連W１ 08FU1201724 大城  実結 OSHIRO, MIYU 筑波大学 

黄緑 122 学連W２ 17FU1201499 斉藤  智子 SAITO, Tomoko 信州大学 

Communiqué No－４  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ     A-C 中学生 ｽﾀｰﾄ: ９：０１ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

青 11 12SCS02001 12MB1201883 木綿 速人 キワタ ハヤト Swacchi/柏市立風早中学校 

青 12 12SCS02003 13MB1201864 池﨑 嗣音 イケザキ シオン サイクリングチームコムリン 

青 14 12SCS02004 13MB1201876 高山 拓也 タカヤマ タクヤ 青梅市立第七中学校 

青 15 12SCS02005 13MB1201875 豊田 沢音 トヨダ タクト 青梅市立第七中学校 

青 16 12SCS02006 13MB1201878 谷田部 琉玖 ヤタベ リク 青梅市立第七中学校 

青 17 12SCS02007 13MB1201877 小髙 慧人 コタカ ケイト 青梅市立第七中学校 

青 18 12SCS02008 13MB1201874 小髙 優人 コタカ ユウト 青梅市立第七中学校 

青 19 12SCS02009 13MB1201865 門田 祐輔 カドタ ユウスケ POSITIVO 

青 20 12SCS02010 11MB1100641 渡辺 慶太 ワタナベ ケイタ みさかレーシング 

青 21 12SCS02011 14MB1201870 清水 大樹 シミズ タイキ 横浜市立奈良中学校 

青 22 12SCS02013 11MB1201458 森下 統偉 モリシタ トウイ 立教新座中学校・高等学校 

青 23 12SCS02014 11MB1201668 高塚 大生 タカツカ ヒロキ 立教新座中学校・高等学校 

青 24 12SCS02015 11MB1201604 堀口 源太 ホリグチ ゲンタ 立教新座中学校・高等学校 

青 25 12SCS02018 13MB1201893 飯野 裕貴 イイノ ユウキ 成城中学校 

青 26 12SCS02019 13MB1201894 今井 健太郎 イマイ ケンタロウ 成城中学校 

青 27 12SCS02020 13MB1201895 吉本 祥大 ヨシモト ヨシヒロ 成城中学校 

青 28 12SCS02021 13MB1201896 齋藤 創一郎 サイトウ ソウイチロウ 成城中学校 

青 29 12SCS02022 07MB1201890 会田 陸人 アイタ リクト 泉崎村立泉崎中学校 

青 30 12SCS02023 07MB1201891 太田 和希 オオタ カズキ 泉崎村立泉崎中学校 
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Communiqué No－７  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ B-A B 登録(上級） ｽﾀｰﾄ: １０：００ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

白 1 12SCS05003 臨時登録 新村 大輔 シンムラ ダイスケ   

白 2 12SCS05009 臨時登録 井口 正晴 イグチ マサハル Awar's 

白 3 12SCS05014 臨時登録 神尾 篤 カミオ アツシ チーム茶畑 

白 4 12SCS05032 臨時登録 飛田 俊彦 トビタ トシヒコ   

白 5 12SCS05034 臨時登録 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ Team Dirty Wheels 

白 6 12SCS05043 臨時登録 渡辺 一弘 ワタナベ カズヒロ ZELKOVA RC 

白 7 12SCS05057 臨時登録 浅野 航平 アサノ コウヘイ   

白 8 12SCS05061 臨時登録 佐藤 秀和 サトウ ヒデカズ E'quipe de ravin noire 

白 9 12SCS05064 臨時登録 中野 江一郎 ナカノ コウイチロウ Golosa 

白 10 12SCS05065 臨時登録 大友 伸幸 オオトモ ノブユキ HARP RC 

白 11 12SCS05066 臨時登録 福田 健太 フクダ ケンタ   

白 12 12SCS05067 臨時登録 井上 厚 イノウエ アツシ vitesse-イチカワレーシングチーム 

白 13 12SCS05069 臨時登録 千葉 大基 チバ マサモト Team Dirty Wheels 

白 14 12SCS05071 臨時登録 宮坂 貴志 ミヤサカ タカシ オッティモ 

白 15 12SCS05072 臨時登録 佐藤 剛 サトウ ツヨシ レーシングチーム・頂 

白 16 12SCS05073 臨時登録 清水 政人 シミズ マサト   

白 17 12SCS05075 臨時登録 高橋 育 タカハシ イク オッティモ 

白 18 12SCS05084 臨時登録 鈴木 直志 スズキ ナオシ   

白 19 12SCS05088 臨時登録 伊藤 晋一 イトウ シンイチ   

白 20 12SCS05093 臨時登録 松本 謙 マツモト ケン Team Splash 

白 22 12SCS05096 臨時登録 吉田 博隆 ヨシダ ヒロタカ   

白 23 12SCS05097 臨時登録 小幡 嘉一 オバタ ヨシカズ   

白 24 12SCS05106 臨時登録 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ HARP.RC 

白 25 12SCS05116 臨時登録 池﨑 治 イケザキ オサム サイクリングチームコムリン 

白 26 12SCS05122 臨時登録 若林 一治 ワカバヤシ カズハル INOUE RACING CYCLE 

白 27 12SCS05124 臨時登録 森井 尚和 モリイ ナオカズ タマレンジャー 

白 28 12SCS05126 臨時登録 荒井 保典 アライ ヤスノリ パインヒルズ`90 

白 29 12SCS05138 臨時登録 山崎 浩二 ヤマザキ コウジ Honda R&D 栃木 

白 35 12SCS06048 臨時登録 沼田 真清 ヌマタ マキヨ 青山トライアスロン&#20465;楽部 
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Communiqué No－８ ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ B-B B 登録（中級） ｽﾀｰﾄ: １０：０１ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

黒 201 12SCS05001 臨時登録 倉野 稔也 クラノ トシヤ NAMAZU PLUS TOCHIGI 

黒 202 12SCS05023 臨時登録 大島 尚紀 オオシマ ナオキ 大福屋 

黒 203 12SCS05024 臨時登録 荒川 勇睦 アラカワ イサム しもつけ チャリザル 

黒 204 12SCS05025 臨時登録 藤沼 秀行 フジネマ ヒデユキ しもつけ チャリザル 

黒 205 12SCS05028 臨時登録 佐々木 聡 ササキ サトシ   

黒 206 12SCS05030 臨時登録 柳堀 伸 ヤナギホリ シン   

黒 207 12SCS05035 臨時登録 矢口 勝之 ヤグチ カツユキ   

黒 208 12SCS05036 臨時登録 本橋 研一 モトハシ ケンイチ TEAM HATO☆SUN 

黒 209 12SCS05038 臨時登録 吉村 武夫 ヨシムラ タケオ かねこれーしんぐ 

黒 210 12SCS05040 臨時登録 佐藤 淳 サトウ アツシ TEAM HATO☆SUN 

黒 211 12SCS05042 臨時登録 石塚 浩二 イシズカ コウジ パインヒルズ 90 

黒 212 12SCS05044 臨時登録 射手矢 一成 イテヤ カズシゲ オンザロード 

黒 213 12SCS05048 臨時登録 一瀬 敏彦 イチノセ トシヒコ   

黒 214 12SCS05052 臨時登録 後藤 英俊 ゴトウ ヒデトシ オンザロード 

黒 215 12SCS05053 臨時登録 石川 陽一 イシカワ ヨウイチ HOWA RACING 

黒 216 12SCS05054 臨時登録 梓澤 富士夫 アズサワ フジオ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黒 217 12SCS05055 臨時登録 岡崎 崇 オカザキ タカシ   

黒 218 12SCS05060 臨時登録 中島 透 ナカジマ トオル ALPHAWK 

黒 219 12SCS05062 臨時登録 関口 究 セキグチ キワム オンザロード 

黒 220 12SCS05070 臨時登録 田野 裕一 タノ ユウイチ 郡山サイクルフレンズ 

黒 221 12SCS05077 臨時登録 福島 健一 フクシマ ケンイチ Caid Cycling Club 

黒 222 12SCS05081 臨時登録 小林 啓次 コバヤシ ケイジ かねこれーしんぐ 

黒 223 12SCS05082 臨時登録 茂呂 彰 モロ アキラ NAMAZU PLUS TOCHIGI  

黒 224 12SCS05083 臨時登録 笠原 孝之 カサハラ タカシ   

黒 225 12SCS05098 臨時登録 海東 剛正 カイトウ ヨシマサ Ren.con 

黒 226 12SCS05099 臨時登録 高橋 康彦 タカハシ ヤスヒコ レーシング・チーム頂 

黒 227 12SCS05105 臨時登録 天田 順一 アマダ ジュンイチ イノウエレーシング 

黒 228 12SCS05110 臨時登録 原 成志 ハラ セイジ チームチタン 

黒 229 12SCS05111 臨時登録 玉木 秀人 タマキ ヒデト チームチタン 

黒 230 12SCS05112 臨時登録 椿 健一 ツバキ ケンイチ   

黒 231 12SCS05115 臨時登録 佐貫 祐司 サヌキ ユウジ チームチタン 

黒 233 12SCS05127 臨時登録 栗原 旭 クリハラ アサヒ CycleClub 

黒 234 12SCS05131 臨時登録 太田 善栄 オオタ ヨシエイ MAME CYCLING TEAM 

黒 235 12SCS05129 臨時登録 大内 貴勝 オオウチ ヨシカツ コムリン 

黒 236 12SCS05139 臨時登録 下田 太一 シモダ タイチ SEO8214 

黒 237 12SCS05140 臨時登録 清水 晃治 シミズ コウジ 青山トライアスロン倶楽部 

黒 238 12SCS05141 臨時登録 古川 智 フルカワ サトシ みさかレーシング 

黒 239 12SCS05146 臨時登録 遠藤 大輔 エンドウ ダイスケ なるしまフレンド 

黒 240 12SCS05152 臨時登録 松永 直樹 マツナガ ナオキ チーム・Y 

黒 241 12SCS05153 臨時登録 山中 弘明 ヤマナカ ヒロアキ   
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Communiqué No－９  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ    B-C1 B 登録（初級-１） ｽﾀｰﾄ: １０：０２ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

青 36 12SCS05002 臨時登録 寺澤 拓也 テラサワ タクヤ   

青 37 12SCS05004 臨時登録 浅野 忠士 アサノ タダシ Team SLEIPNIR 

青 38 12SCS05005 臨時登録 番場 慶太郎 バンバ ケイタロウ   

青 39 12SCS05006 臨時登録 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ TEAM しもつけチャリ猿 

青 40 12SCS05007 臨時登録 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ SWACCHI 

青 41 12SCS05008 臨時登録 岡本 健 オカモト タケシ   

青 42 12SCS05010 臨時登録 仲山 浩史 ナカヤマ ヒロフミ チャリザル 

青 43 12SCS05011 臨時登録 高木 直之 タカギ ナオユキ   

青 44 12SCS05012 臨時登録 武田 和也 タケダ カズヤ メイドさん学科自転車部 

青 45 12SCS05013 臨時登録 若月 浩二 ワカツキ コウジ RiseRide 

青 46 12SCS05015 臨時登録 村田 健太 ムラタ ケンタ   

青 47 12SCS05016 臨時登録 鈴木 隆弘 スズキ タカヒロ Beach 

青 48 12SCS05017 臨時登録 白川 広祐 シラカワ ヒロスケ Rise-Ride 

青 49 12SCS05018 臨時登録 野村 ガク ノムラ ガク - 

青 50 12SCS05019 臨時登録 青木 猛 アオキ タケシ   

青 51 12SCS05021 臨時登録 加藤 健 カトウ ケン Team Dirty Wheels 

青 52 12SCS05022 臨時登録 和田 輝道 ワダ テルミチ   

青 53 12SCS05027 臨時登録 波多野 健志 ハタノ ケンジ チーム・Y 

青 54 12SCS05029 臨時登録 山田 雄大 ヤマダ ユウタ ZELKOVA・RC 

青 55 12SCS05033 臨時登録 千葉 修平 チバ シュウヘイ   

青 56 12SCS05037 臨時登録 佐川 和己 サガワ カズミ ALPHAWK 

青 57 12SCS05039 臨時登録 木村 公洋 キムラ キミヒロ TRH レーシングチーム 

青 58 12SCS05041 臨時登録 小林 智行 コバヤシ トモユキ 志木高校 

青 59 12SCS05045 臨時登録 小杉 隆 コスギ タカシ team natchan 

青 60 12SCS05046 臨時登録 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ   

青 61 12SCS05047 臨時登録 狩野 大吾 カノ ダイゴ   

青 62 12SCS05049 臨時登録 横山 純 ヨコヤマ ジュン NOKYS 

青 63 12SCS05050 臨時登録 船野 睦雄 フナノ ムツオ   

青 64 12SCS05051 臨時登録 舘 真人 タチ マサト TRHRT 

青 65 12SCS05059 臨時登録 高岸 暁生 タカギシ アキオ E'quipe de ravin noire 

青 66 12SCS05063 臨時登録 本間 武 ホンマ タケシ   

青 67 12SCS05068 臨時登録 久留宮 智仁 クルミヤ トモヒト Team Splash 

青 68 12SCS05074 臨時登録 池松 州一郎 イケマツ シュウイチロウ   

青 69 12SCS05078 臨時登録 角山 卓 スミヤマ タク   

青 70 12SCS05076 臨時登録 宇田川 顕史 ウダガワ アキフミ   
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Communiqué No－１０ ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ B-C２ B 登録（初級-２） ｽﾀｰﾄ: １０：０３ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

赤 73 12SCS05080 臨時登録 松岡 文和 マツオカ フミカズ   

赤 74 12SCS05086 臨時登録 根本 鉄郎 ネモト テツロウ Club Team Swacchi 

赤 75 12SCS05089 臨時登録 東 智博 ヒガシ トモヒロ   

赤 76 12SCS05095 臨時登録 山西 伸匡 ヤマニシ ノブマサ   

赤 77 12SCS05100 臨時登録 草野 久 クサノ ヒサシ Swacchi 

赤 78 12SCS05101 臨時登録 藤崎 恵介 フジサキ ケイスケ ユニテック RC 

赤 79 12SCS05103 臨時登録 小笠原 侑貴 オガサワラ ユウキ   

赤 80 12SCS05104 臨時登録 草野 仁志 クサノ ヒトシ ラバノア 

赤 81 12SCS05107 臨時登録 小林 靖貴 コバヤシ ヤスタカ   

赤 82 12SCS05108 臨時登録 西村 克彦 ニシムラ カツヒコ YOU CAN 八王子 

赤 83 12SCS05113 臨時登録 中村 忠司 ナカムラ タダシ ユニテック RC 

赤 84 12SCS05114 臨時登録 山本 圭吾 ヤマモト ケイゴ   

赤 85 12SCS05117 臨時登録 永嶋 晃一 ナガシマ コウイチ ARAIMURACA 

赤 86 12SCS05120 臨時登録 山田 敏史 ヤマダ トシフミ ユニテック RC 

赤 87 12SCS05123 臨時登録 藤戸 淳介 フジト ジュンスケ   

赤 88 12SCS05128 臨時登録 村田 健太 ムラタ ケンタ   

赤 89 12SCS05130 臨時登録 小林 功 コバヤシ イサオ   

赤 90 12SCS05132 臨時登録 草道 聡 クサミチ ソウ   

赤 91 12SCS05133 臨時登録 小野 日生太 オノ ヒウタ ARAI RACING CLUB 

赤 92 12SCS05134 臨時登録 榊原 航太 サカキバラ コウタ ユニテック RC 

赤 93 12SCS05135 臨時登録 井手 俊広 イデ トシヒロ   

赤 94 12SCS05136 臨時登録 小寺 方一 コデラ マサカズ   

赤 95 12SCS05143 臨時登録 園田 隆弘 ソノダ タカヒロ   

赤 96 12SCS05144 臨時登録 中村 太 ナカムラ フトシ KMcycle Ibex 

赤 97 12SCS05147 臨時登録 東田 貴行 ヒガシダ タカユキ mauviette 

赤 98 12SCS05148 臨時登録 福澤 慶一 フクザワ ケイイチ   

赤 99 12SCS05149 臨時登録 中津 圭輔 ナカツ ケイスケ   

赤 100 12SCS05150 臨時登録 山田 謙二 ヤマダ ケンジ team possible 

赤 101 12SCS05151 臨時登録 竹内 朋宏 タケウチ トモヒロ ほん 

赤 102 12SCS05154 臨時登録 藤田 拓也 フジタ タクヤ ほんだら連合 
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Communiqué No－１１  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ A-E1 登録（上級） 1/2 ｽﾀｰﾄ: １０：５０ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

黄 1 12SCS06001 11ME9700846 合田 正之 ゴウダ マサユキ cycleclub3UP 

黄 2 12SCS06002 11ME9700698 三上 和志 ミカミ カズシ cycleclub3UP 

黄 3 12SCS06003 11MU1200062 川田 優作 カワタ ユウサク TEAM MILANO 

黄 4 12SCS06004 11ME1001883 松村 新一 マツムラ シンイチ cycleclub3UP 

黄 5 12SCS06005 09ME1100350 加納 篤 カノウ アツシ blaublitzen 

黄 7 12SCS06006 09ME1001725 平野 宏明 ヒラノ ヒロアキ ブラウ&#8226;ブリッツェン 

黄 8 12SCS06007 11ME1100198 岩崎 基規 イワサキ モトノリ サイクルクラブ 

黄 9 12SCS06008 09ME1001677 山口 恒太郎 ヤマグチ コウタロウ Honda R&D 栃木 

黄 10 12SCS06009 09ME1001679 早川 祐司 ハヤカワ ユウジ Honda R&D 栃木 

黄 11 12SCS06010 09ME1001861 小林 一郎 コバヤシ イチロウ Honda R&D 栃木 

黄 12 12SCS06011 11ME0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ   

黄 13 12SCS06012 11ME0100069 奈良 浩 ナラ ヒロシ EsperanceSatege/WAVE ONE 山口 

黄 14 12SCS06013 09ME1001862 福本 滝男 フクモト タキオ Honda R&D 栃木 

黄 15 12SCS06014 11ME0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ   

黄 16 12SCS06015 27MU0901551 水間 健 ミズマ タケシ チームスクアドラ 

黄 17 12SCS06016 09ME1001863 小林 宏志 コバヤシ ヒロシ Honda R&D 栃木 

黄 19 12SCS06017 11ME9800412 菅原 勝良 スガワラ カツヨシ 川口市自転車競技連盟 

黄 20 12SCS06018 13ME9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ GRUPPO ACQUA TAMA 

黄 21 12SCS06019 11ME0210306 金田 智行 カネダ トモユキ 日本年金機構 

黄 23 12SCS06020 12ME9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ Swacchi Test Team 

黄 24 12SCS06021 09ME1000909 阿部 耕一 アベ コウイチ OYAMA STARPLEX 

黄 25 12SCS06022 11ME0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黄 26 12SCS06023 11ME1001913 梅野 秀哉 ウメノ ヒデヤ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黄 27 12SCS06024 11ME0901454 飯倉 信之 イイクラ ノブユキ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黄 28 12SCS06025 14ME0900135 頓所 哲郎 トンショ テツロウ 湘南ベルマーレ 

黄 29 12SCS06026 11MU0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ   

黄 30 12SCS06027 04ME0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ チバポンズ川口農園 

黄 31 12SCS06028 09ME1001726 向田 潤一 ムカダ ジュンイチ ブラウ ブリッツェン 

黄 32 12SCS06029 11ME0800456 須佐 浩二 スサ コウジ Team FITTE 

黄 33 12SCS06030 08ME0301731 金田 一 カネダ ハジメ OYAMA STARPLEX 

黄 34 12SCS06031 13ME0701758 松村 悟 マツムラ サトル パインヒルズ’90 

黄 35 12SCS06032 14ME1200068 濱田 博 ハマダ ヒロシ 湘南ベルマーレクラブ 

黄 36 12SCS06033 12ME0300832 代田 和明 シロタ カズアキ VOLCA オードビーBOMA・UVEX 

黄 37 12SCS06035 09ME1200347 小松 理 コマツ オサム じてんしゃの杜 

黄 38 12SCS06036 11MU1000553 岩﨑 知宏 イワサキ トモヒロ TEAM MILANO 

黄 39 12SCS06037 11MU1100209 代 凌介 ダイ リョウスケ EQADS 

黄 40 12SCS06038 12ME1201628 國井 敏夫 クニイ トシオ MilePost Racing 
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Communiqué No－１１  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ A-E1 登録（上級） 2/2 ｽﾀｰﾄ: １０：５０ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

黄 41 12SCS06039 11ME1000414 加藤 翔太 カトウ ショウタ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

黄 42 12SCS06040 09ME1001725 平野 宏明 ヒラノ ヒロアキ ブラウ・ブリッツェン 

黄 43 12SCS06041 09ME1001243 坂本 真吾 サカモト シンゴ OYAMA STARPLEX 

黄 44 12SCS06042 17ME0900210 中澤 潤 ナカザワ ジュン Bananabed test team 

黄 45 12SCS06043 13ME0501512 西海 ジュンヤ ニシウミ ジュンヤ   

黄 46 12SCS06044 13ME9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ EsperanceStage/WAVEONE 山口 

黄 47 12SCS06045 10ME9800652 増田 宗一郎 マスダ ソウイチロウ SUBARU RT 

黄 48 12SCS06046 11ME0301029 森﨑 平 モリサキ タイラ 湘南ベルマーレクラブ 

黄 49 12SCS06047 13ME0901784 梅野 優哉 ウメノ マサヤ   

黄 51 12SCS06049 08ME1101936 梶田 歩 カジタ アユム Hi-Bike     

黄 52 12SCS06050 14ME9900998 町田 広 マチダ ヒロシ ACQUA TAMA     

黄 53 12SCS06052 12ME1200131 中村 匠 ナカムラ タクミ Blanche     

黄 54 12SCS06053 11MJ0900750 山口 智也 ヤマグチ トモヤ Swacchi Test Team     

黄 55 12SCS06054 13ME0601614 松尾 修作 マツオ シュウサク VAX RACING     

黄 56 12SCS06055 11MU1100444 入倉 健 イリクラ タケシ VAX RACING     

黄 57 12SCS06056 14MU0501654 平井栄一 ヒライ エイイチ BS アンカーサイクリングチーム U23     

黄 58 12SCS06057 20MU0700340 寺崎武郎 テラサキ タケロウ BS アンカーサイクリングチーム U23     

黄 59 12SCS06058 13MU0701585 椿大志 ツバキ ヒロシ BS アンカーサイクリングチーム U23     

黄 60 12SCS06059 27MU0800036 秋丸湧哉 アキマル ユウヤ BS アンカーサイクリングチーム U23     

黄 61 12SCS06060 44MU0700891 六峰亘 ムツミネ ワタル BS アンカーサイクリングチーム U23 

黄 62 12SCS06061 13MU0600061 清水太己 シミズ オオコ BS アンカーサイクリングチーム U23 
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Communiqué No－１２  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ A-J1 高校生（上級） ｽﾀｰﾄ １０：５１ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

白 63 12SCS07001 11MJ0901528 渡辺 優太 ワタナベ ユウタ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 64 12SCS07002 11MJ1100671 高畑 和弘 タカハタ カズヒロ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 65 12SCS07003 11MJ1201063 木村 優太 キムラ ユウタ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 66 12SCS07004 11MJ1201070 助川 翔太郎 スケガワ ショウタロウ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 67 12SCS07006 11MJ1201068 山川 貴 ヤマカワ タカシ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 68 12SCS07008 11MJ0901762 佐藤 照吾 サトウ ショウゴ 埼玉県立川越工業高等学校 

白 70 12SCS07009 10MJ1200873 大河 辰也 オオカワ タツヤ 群馬県立伊勢崎工業高等学校 

白 71 12SCS07010 10MJ1200872 犬塚 隆矢 イヌヅカ リュウヤ 群馬県立伊勢崎工業高等学校 

白 72 12SCS07011 11MJ1100936 早川 侑哉 ハヤカワ ユキヤ 栄北高等学校 

白 73 12SCS07012 13MJ1101051 谷口 光輝 タニグチ コウキ 東京都立小平西高等学校 

白 74 12SCS07013 11MJ1100938 塩田 航平 シオダ コウヘイ 栄北高等学校 

白 76 12SCS07014 13MJ1101052 川上 俊太 カワカミ シュンタ 東京都立小平西高等学校自転車競技部 

白 77 12SCS07015 11MJ1000761 有山 誠昌 アリヤマ タカマサ 小松原高等学校 

白 78 12SCS07016 11MJ1000766 小玉 勇一 コダマ ユウイチ 小松原高等学校 

白 79 12SCS07018 11MJ1200449 西内 秀明 ニシウチ ヒデアキ 小松原高等学校 

白 80 12SCS07019 11MJ1200447 阿部 晃希 アベ コウキ 小松原高等学校 

白 81 12SCS07021 13MJ1201248 森田 大樹 モリタ ヒロキ 東京都立小平西高等学校自転車競技部 

白 82 12SCS07022 13MJ1101044 魚谷 優治 ウオタニ マサハル 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 83 12SCS07023 13MJ1101279 塩見 拓也 シオミ タクヤ 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 84 12SCS07024 13MJ1101042 新村 拓也 シンムラ タクヤ 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 85 12SCS07025 13MJ1101043 鈴木 誠人 スズキ マサト 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 86 12SCS07026 13MJ1200921 岸 崇寛 キシ タカヒロ 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 87 12SCS07027 13MJ1200922 袖山 耕輔 ソデヤマ コウスケ 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 88 12SCS07028 13MJ1200923 藤田 健太郎 フジタ ケンタロウ 日本大学豊山高等学校 自転車部 

白 89 12SCS07029 11MJ1001524 猿田 匠 サルタ タクミ 栄北高等学校 

白 90 12SCS07032 11MJ1100839 大谷 翼 オオタニ ツバサ 埼玉県立浦和北高等学校 

白 91 12SCS07042 13MJ1101873 小林 海 コバヤシ マリノ VAX RACING 

白 92 12SCS07047 14MJ1200183 川島 綾太 カワシマ リョウタ なるしまフレンド 

白 93 12SCS07048 11MJ1201167 和田 将人 ワダ マサト 栄北高等学校 

白 94 12SCS07050 13MJ1200933 青木 英光 アオキ ヒデミツ 成城高等学校 

白 95 12SCS07051 13MJ1200934 片山 滉介 カタヤマ コウスケ 成城高等学校 

白 96 12SCS07052 11MJ1201042 武田 智貴 タケダ トモキ 早稲田大学本庄高等学院自転車部 

白 97 12SCS07054 11MJ1000853 山川 遼 ヤマカワ リョウ 栄北高等学校自転車競技部 

白 98 12SCS07055 11MJ1100931 渡邊 克哉 ワタナベ カツヤ 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

白 99 12SCS07057 11MJ1201055 石井 孝典 イシイ タカノリ 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

白 100 12SCS07061 10MJ1000442 小山 貴大 コヤマ タカヒロ 前橋育英高等学校 

白 101 12SCS07072 11MJ0801100 海野 聖太 ウンノ ショウタ 立教新座中学校・高等学校 

白 102 12SCS07074 11MJ1201457 三雲 孔龍 ミクモ コウタツ 立教新座中学校・高等学校 

白 103 12SCS07079 13MJ1200943 平山 冬芽 ヒラヤマ トウガ 都立小平西高校自転車競技部 

白 104 12SCS07085 14MJ1101755 海老澤 哲 エビサワ テツ   
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Communiqué No－１３ ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ A-J2 高校生(初級） ｽﾀｰﾄ １０：５２ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

黒 104 12SCS07005 11MJ1201064 新井 友曜 アライト モハル 埼玉県立川越工業高等学校 

黒 105 12SCS07007 11MJ1201069 小田島 龍也 オダジマ タツヤ 埼玉県立川越工業高等学校 

黒 106 12SCS07017 11MJ1101081 細谷 佳之 ホソヤ ヨシユキ 小松原高等学校 

黒 107 12SCS07020 11MJ1200453 南 朋弥 ミナミ トモヤ 小松原高等学校 

黒 108 12SCS07030 11MJ1100837 石井 達也 イシイ タツヤ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 109 12SCS07031 11MJ1100838 岩本 翔 イワモト ショウ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 110 12SCS07033 11MJ1100840 樺澤 裕一 カバサワ ユウイチ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 111 12SCS07034 11MJ1100841 小松 尊 コマツ タケル 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 112 12SCS07035 11MJ1200736 阿野 雄弥 アノ ユウヤ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 113 12SCS07036 11MJ1200737 上原 岳斗 ウエハラ タケト 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 114 12SCS07037 11MJ1200738 片岡 翼 カタオカ ツバサ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 115 12SCS07038 11MJ1200739 つか田 孝 ツカダ タカシ 埼玉県立浦和北高等学校  

黒 116 12SCS07039 11MJ1200741 古川 侑佑 フルカワ ユウスケ 埼玉県立浦和北高等学校  

黒 117 12SCS07040 11MJ1200742 吉田 裕哉 ヨシダ ユウヤ 埼玉県立浦和北高等学校 

黒 118 12SCS07041 14MJ1101757 岡山 航大 オカヤマ コウダイ サイクリング部 

黒 119 12SCS07043 11MJ1100842 髙橋 翔 タカハシ カケル 筑波大坂戸高等学校 

黒 120 12SCS07044 11MJ1100843 山浦 寛人 ヤマウラ ヒロト 筑波大坂戸高等学校 

黒 121 12SCS07045 11MJ1100844 金井 智明 カナイ トモアキ 筑波大坂戸高等学校 

黒 122 12SCS07049 11MJ1201044 松嶋 亮 マツシマ リョウ 早稲田大学本庄高等学院自転車部 

黒 124 12SCS07056 11MJ1201052 三宅 智也 ミヤケ トモヤ 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

黒 125 12SCS07058 11MJ1201053 松崎 朗宏 マツザキ アキヒロ 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

黒 126 12SCS07059 11MJ1201054 猪狩 隆太 イガリ リュウタ 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

黒 127 12SCS07060 11MJ1201051 輿石 歩 コシイシ アユム 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 

黒 128 12SCS07062 11MJ1100932 浦野 貴之 ウラノ タカユキ 早稲田大学本庄高等学院自転車部 

黒 129 12SCS07063 11MJ1100196 佐藤 直樹 サトウ ナオキ   

黒 130 12SCS07064 11MJ1101121 星野 禎樹 ホシノ ヨシキ 埼玉県立富士見高等学校 

黒 131 12SCS07065 11MJ1101123 横尾 俊 ヨコオ シュン 埼玉県立富士見高等学校 

黒 132 12SCS07066 11MJ1101122 白坂 耀太郎 シラサカ ヨウタロウ 埼玉県立富士見高等学校 

黒 133 12SCS07067 11MJ1101119 平井 智巳 ヒライ トモミ 埼玉県立富士見高等学校 

黒 134 12SCS07068 11MJ1201045 寺村 まどか テラムラ マドカ 早稲田大学本庄高等学院 

黒 135 12SCS07069 11MJ1201138 野口 皓平 ノグチ コウヘイ 栄北高等学校 

黒 136 12SCS07070 11MJ1201040 原 健志 ハラ ケンジ 早稲田大学本庄高等学院 

黒 137 12SCS07071 11MJ1100718 大塚 知樹 オオツカ トモキ 立教新座中学校・高等学校 

黒 138 12SCS07073 11MB1101821 澤部 肇 サワベ ハジメ 立教新座中学校・高等学校 

黒 139 12SCS07075 13MJ1200937 松野 泰樹 マツノ ヤスキ 成城高等学校 

黒 140 12SCS07076 13MJ0801703 伊藤 佑一 イトウ ユウイチ 成城高等学校 

黒 141 12SCS07077 13MJ1200936 堀江 修平 ホリエ シュウヘイ 成城高等学校 

黒 142 12SCS07078 11MJ1101120 藤田 郁弥 フジタ フミヤ 埼玉県立富士見高等学校 

黒 143 12SCS07080 14MJ1101756 畑 頌聡 ハタ ツグトシ   

黒 144 12SCS07081 11MJ1201163 近 祐汰 コン ユウタ 栄北高等学校 

黒 145 12SCS07082 11MJ1201166 立石 滉人 タテイシ ヒロト 栄北高等学校 

黒 146 12SCS07083 14MJ1200488 藤田 真也 フジタ マサヤ 横浜高等学校 

黒 147 12SCS07084 11MJ1201041 山口 尭起 ヤマグチ タカキ 早稲田大学本庄高等学院自転車部 

黒 148 12SCS07086 11MJ0900616 藤田 一鷹 フジタ カズタカ 埼玉県立狭山工業高等学校 

黒 149 12SCS07087 11MJ1201061 渡邊 建斗 ワタナベ ケント 埼玉県立浦和工業高等学校 

黒 150 12SCS07088 13MJ1100892 郷田 知宏 ゴウダ トモヒロ 成城高等学校 

黒 151 12SCS02016 11MB1000754 橘田 和樹 キッタ カズキ 立教新座中学校・高等学校 

黒 152 12SCS02017 11MB1000758 岡本 涼 オカモト リョウ 立教新座中学校・高等学校 



 

平成２４年度埼玉県クリテリウム競技大会 

「浮城のまち 行田クリテリウム」 

- 17 - 

 

Communiqué No－１４  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ A-E2 登録(中級） ｽﾀｰﾄ １０：５３ 

No 受付番号 登録番号 氏名 フリガナ 所属名 

赤 154 12SCS08001 11ME1001881 内田 恭太 ウチダ キョウタ 大福屋 

赤 155 12SCS08002 06ME1200204 菅藤 貴昭 カントウ タカアキ 航空電子自転車競技部 

赤 156 12SCS08003 11ME1100213 清水 幸夫 シミズ ユキオ 川口市自転車競技連盟 

赤 157 12SCS08004 11ME1100201 中村 昇平 ナカムラ ショウヘイ 浅野リラクゼーション 

赤 158 12SCS08005 13ME0901749 大堀 隆三 オオホリ リュウゾウ asano relaxation 

赤 159 12SCS08006 13ME1200512 横溝 直樹 ヨコミゾ ナオキ チーム・Y 

赤 160 12SCS08007 11ME1200114 杉本 雄太郎 スギモト ユウタロウ チーム・Y 

赤 161 12SCS08008 11ME1100208 柳瀬 和浩 ヤナセ カズヒロ   

赤 162 12SCS08009 11ME1200109 田中 伸也 タナカ シンヤ チーム・Y 実業団 

赤 163 12SCS08010 11ME0601545 道山 馨 ミチヤマ カオル ALPHAWK 

赤 164 12SCS08011 11ME1201772 根岸 利安 ネギシ トシヤス   

赤 165 12SCS08012 11ME1100470 川島 昭次 カワシマ アキツグ チバポンズ 

赤 166 12SCS08013 13ME1001938 酒井 真一 サカイ シンイチ チバポンズかわぐち農園 

赤 167 12SCS08014 09ME1001676 平山 貴邦 ヒラヤマ タカクニ Honda R&D 栃木 

赤 168 12SCS08015 11ME1201601 鈴木 克明 スズキ カツアキ チーム・Y 

赤 169 12SCS08016 11ME1200118 櫻庭 秀司 サクラバ シュウジ チーム・Y 

赤 170 12SCS08017 13ME1001886 浅野 大亮 アサノ ダイスケ   

赤 171 12SCS08018 13ME1200949 高橋 良輔 タカハシ リョウスケ   

赤 172 12SCS08019 11ME0900110 奥野 晃成 オクノ テルシゲ Maidservant Subject 

赤 173 12SCS08020 11ME1000046 沖原 雄 オキハラ タケシ 川口車連 

赤 174 12SCS08021 13ME0800224 川原 建太郎 カワハラ ケンタロウ チーム・Y 

赤 175 12SCS08023 11ME1200116 矢島 俊彦 ヤジマ トシヒコ チ-ム・Y 

赤 176 12SCS08024 14ME1100040 小山 洋平 コヤマ ヨウヘイ Racing CUBE 

赤 177 12SCS08025 08ME1200811 中山 開作 ナカヤマ カイサク 浅野リラクゼーション 

赤 178 12SCS08026 12ME9901571 諏訪 学顕 スワ ミチアキ Swacchi Test Team 

赤 179 12SCS08027 11ME1000413 丸山 訓生 マルヤマ ノリオ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

赤 180 12SCS08028 11ME0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ SQUADRA CORSE cicli HIDE 

赤 181 12SCS08029 11ME1201470 三沢 公貴 ミサワ キミタカ 川口市自転車競技連盟 

赤 182 12SCS08030 11ME1200606 門奈 芳生 モンナ ヨシオ SQUADRA CORSA cicli HIDE 

赤 183 12SCS08031 11ME1001867 小松 幸一 コマツ コウイチ TEAM MILANO 

赤 184 12SCS08032 11ME0800173 栗原 隆子 クリハラ タカシ cicli-hide 

赤 185 12SCS08033 11ME1200421 坂手 潤一 サカテ ジュンイチ BOUNCE 

赤 186 12SCS08034 13ME1200535 板敷 国光 イタシキ クニミツ   

赤 187 12SCS08035 12ME1100764 下市 源太郎 シモイチ ゲンタロウ   

赤 188 12SCS08036 12ME1001544 櫻井 宏行 サクライ ヒロユキ Swacchi 

赤 189 12SCS08037 14ME0700844 露木 博一 ツユキ ヒロカズ RSCC ヒジカタサイクル 

赤 190 12SCS08038 14ME9700613 加藤 大樹 カトウ ダイキ メイドさん学科自転車部 

赤 191 12SCS08039 13ME9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ   

赤 192 12SCS08040 09ME1201833 池田 達郎 イケダ タツロウ HONDA R&D 栃木 

赤 193 12SCS08041 14ME9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン   

赤 194 12SCS08042 13ME1000601 森山 哲 モリヤマ サトシ 輪千レーシングチーム 

赤 195 12SCS08043 13ME0901786 柿沼 聡 カキヌマ サトシ 竹芝サイクルレーシング 

赤 196 12SCS08044 12ME1201742 中村 徹 ナカムラ トオル   

赤 197 12SCS08045 09ME1200344 海老沼 武志 エビヌマ タケシ TEAM スタープレックスサイクル 
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４－U1 学連 C-1 ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ スタート １２：３０ 

ゼッケン   大学名 氏名 Name 登録証番号 クラス 

1 22 明治大学 西沢  倭義 NISHIZAWA, Iyori 26MU0700758 1 

2 22 明治大学 市山  襄 ICHIYAMA, Jo 14MU0800431 1 

3 8 順天堂大学 辻本  尚希 TSUJIMOTO, Naoki 13MU0700592 1 

4 8 順天堂大学 布施  光 FUSE, Hikaru 11MU0700594 1 

5 15 中央大学 緑川  竣一 MIDORIKAWA, Shunichi 07MU0800901 1 

6 20 日本大学 和田  力 WADA, Chikara 30MU0700833 1 

7 20 日本大学 久保田 元気 KUBOTA, Genki 07MU0800904 1 

8 23 明治学院大学 鈴木  龍 SUZUKI, Ryu 13MU1101581 1 

9 25 立教大学 森田  雅士 MORITA, Masashi 11MU0800820 1 

10 25 立教大学 高木 三千成 TAKAGI, Michinari 11MU0900655 1 

11 26 早稲田大学 大中  巧基 OONAKA, Koki 26MU0601561 1 

12 26 早稲田大学 佐々木 勇輔 SASAKI, Yusuke 11MU0800795 1 

13 26 早稲田大学 有我  行人 ARIGA, Kojin 13MU0801774 1 

 
４－U３ 学連 C-３ ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ 1/2 スタート １２：３１ 

ゼッケン   大学名 氏名 Name 登録証番号 クラス 

黄緑62 4 筑波大学 田中  将人 TANAKA, Masato 08MU1101869 3 

黄緑63 4 筑波大学 富田  涼平 TOMITA,Ryouhei 08MU1101872 3 

黄緑64 4 筑波大学 阿久津  駿 AKUTSU, Shun 08MU1201727 3 

黄緑65 4 筑波大学 高橋  宏治 TAKAHASHI, Koji 08MU1201725 3 

黄緑66 4 筑波大学 小林  亮介 KOBAYASHI, Ryosuke 08MU1201726 3 

黄緑67 4 筑波大学 森  光彬 MORI, Mituaki 08MU1201723 3 

黄緑68 5 流通経済大学 瀧澤  三四郎 TAKIZAWA  Sanshiro 08MJ1201504 3 

黄緑69 9 学習院大学 川名  喬之 KAWANA, Takayuki 13MU1201688 3 

黄緑70 9 学習院大学 小島  望 KOJIMA, Nozomu 13MU1201575 3 

黄緑71 10 慶應義塾大学 北野  善朗 KITANO, Yoshiaki 14MU1101258 3 

黄緑72 10 慶應義塾大学 北見  涼 KITAMI, Ryo 14MU1101261 3 

黄緑73 10 慶應義塾大学 田中  聡一郎 TANAKA, Soichiro 14MU1101259 3 

黄緑74 10 慶應義塾大学 堀田  道成 HOTTA, Michinari 14MU1101260 3 

黄緑75 10 慶應義塾大学 朝比奈 佑一 ASAHINA, Yuichi 14MU1201377 3 

黄緑76 10 慶應義塾大学 楠田  宗春 KUSUDA, Muneharu 14MJ1201383 3 

黄緑77 10 慶應義塾大学 竹村  航介 TAKEMURA, Kosuke 14MU1201392 3 

黄緑78 11 駒澤大学 永松  翼 NAGAMATSU, Tsubasa 40MU1201137 3 

黄緑79 11 駒澤大学 富家  悠太 TOMIYA, Yuuta 13MJ1201534 3 

黄緑80 11 駒澤大学 西東  公司 SAITO, Koji 11MU1200912 3 

黄緑81 11 駒澤大学 米川    正人 YONEKAWA, Masato 13MU1101340 3 

黄緑82 12 首都大学東京 船迫 紀之 FUNABASAMA, Noriyuki 14MU1101884 3 

黄緑83 12 首都大学東京 目良  貴博 MERA, Taklahiro 13MU1001885 3 

黄緑84 12 首都大学東京 伊藤 和憲 ITO, Kazunori 13MU1201795 3 

黄緑85 13 成蹊大学 小林 直貴 KOBAYASHI, Naoki 13MJ1201605 3 

黄緑86 13 成蹊大学 河合 顕孝 KAWAAI, Akinori 申請中 3 

黄緑87 13 成蹊大学 小川  智裕 OGAWA, Tomohiro 13MU1101940 3 

黄緑88 13 成蹊大学 山田 将大 YAMADA, Masahiro 13MU1201408 3 

黄緑89 16 東京大学 三根  健太郎 MINE, Kentaro 13MU1201406 3 

黄緑90 17 東京工業大学 佐竹  剛季 SATAKE, Goki 11MU1201492 3 

  



 

平成２４年度埼玉県クリテリウム競技大会 

「浮城のまち 行田クリテリウム」 

- 19 - 

 

４－U３ 学連 C-３  ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ ２/２       スタート １２：３１ 

ゼッケン   大学名 氏名 Name 登録証番号 クラス 

黄緑92 18 東洋大学 佐々木 貴則 SASAKI, Takanori 13MU1200528 3 

黄緑93 20 日本大学 安里  優太 ASATO, Yuta 47MU0800756 3 

黄緑94 20 日本大学 内田  拓巳 UCHIDA, Takumi 43MU0901277 3 

黄緑95 20 日本大学 杉村  貫太 SYGIMURA, Kanta 13MU0900910 3 

黄緑96 20 日本大学 大村  恒平 OMURA, Kohei 35MU0901191 3 

黄緑97 22 明治大学 麦倉  陽介 MUGIKURA, Yosuke 13MU1000407 3 

黄緑98 23 明治学院大学 池田 雄也 IKEDA, Yuya 13MJ1201868 3 

黄緑99 24 明星大学 秋葉 昭智 AKIBA, Akinori 11MU0900071 3 

黄緑100 25 立教大学 小菅  馨 KOSUGE、Kaoru 13MU1101398 3 

黄緑101 25 立教大学 渋谷  佳帆 SHIBUYA, Yoshiho 13MU0900654 3 

黄緑102 25 立教大学 油井  航祐 YUI, Kosuke 13MU1200944 3 

黄緑103 32 信州大学 孝森  博樹 KOUMORI, Hiroki 17MJ1201497 3 

黄緑104 32 信州大学 田中  大希 TANAKA, Daiki 17MU1201498 3 

黄緑105 35 朝日大学 木田  久仁弥 KIDA, Kuniya 04MU0900643 3 

黄緑106 35 朝日大学 原井  剣也 HARAI, Kenya 40MJ0900102 3 

黄緑107 39 京都産業大学 中村 一樹 NAKAMURA, Kazuki 26MU1101479 3 

黄緑108 39 京都産業大学 戸祭 裕介 TOMATSURI, Yusuke 26MJ1200734 3 

黄緑109 39 京都産業大学 明石 岳志 AKASHI, Takeshi 26MJ1200735 3 

黄緑110 40 同志社大学 小林  洸介 Kobayashi Kosuke 26MU1201022 3 

黄緑111 48 関西大学 川原  倫太郎 KAWAHARA, Rintaro 21MU1201660 3 
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４－U２ 学連 C-２ ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ スタート １３：３０ 

ゼッケン   大学名 氏名 Name 登録証番号 クラス 

101 4 筑波大学 児玉  岳史 KODAMA, Takeshi 08MU1001435 2 

102 8 順天堂大学 石原  裕也 ISHIHARA.Yuya 12MU0900406 2 

103 8 順天堂大学 穂積  昂佑 HOZUMI, Kousuke 27MU0801677 2 

104 8 順天堂大学 西尾  勇人 NISHIO, Hayato 01MJ0900064 2 

105 9 学習院大学 元良  玲央那 MOTORA, Reona 13MU0901514 2 

106 10 慶應義塾大学 中島  健次 NAKAJIMA, Kenji 14ME0900900 2 

107 11 駒澤大学 北野  普識 KITANO, Yukinori 13ME0901542 2 

108 11 駒澤大学 高橋   圭佑 TAKAHASHI, Keisuke 31MU1101024 2 

109 12 首都大学東京 岩佐  真吾 IWASA, Shingo 13MU0901756 2 

110 12 首都大学東京 櫻井  淳 SAKURAI, Atsushi 13MU1101711 2 

111 13 成蹊大学 広川  裕太郎 HIROKAWA, Yutaro 13MU1101938 2 

112 13 成蹊大学 五木田 高佑 GOKITA, Kosuke 13MU1101937 2 

113 15 中央大学 宮   一貴 MIYA, Kazuki 27MU0900123 2 

114 16 東京大学 荒牧  純平 ARAMAKI, Junpei 40ME1000421 2 

115 16 東京大学 鳥居  新悟 TORII, Shingo 13MU1001348 2 

116 16 東京大学 中村  洋和 NAKAMURA, Hirokazu 18MU1001382 2 

117 16 東京大学 水田  宙 MIZUTA, Sora 13MU1001349 2 

118 16 東京大学 内田  誠一 UCHIDA, Seiichi 13MU1101343 2 

119 16 東京大学 浦  佑樹 URA, yuki 13MU1201404 2 

120 17 東京工業大学 澤田  隼 SAWADA, Jyun 13MU1001606 2 

121 20 日本大学 吉田  海李 YOSHIDA, Kairi 02MU0801013 2 

122 20 日本大学 北村  彰也 KITAMURA, Shoya 30MU0800677 2 

123 20 日本大学 鈴木  智大 SUZUKI, Tomohiro 07MU0800903 2 

124 20 日本大学 大浦  恭史 OURA, Hisashi 18MU0900658 2 

125 20 日本大学 馬場  博之 BABA, Hiroyuki 40MU0801524 2 

126 20 日本大学 大沼  尋人 ONUMA, Hiroto 07MU0900825 2 

127 22 明治大学 末永  周平 SUENAGA, Syuhei 04MU0701036 2 

128 22 明治大学 鈴木  快彰 SUZUKI, Yoshiaki 14MU0800449 2 

129 22 明治大学 加賀谷 慶治 KAGAYA, Keiji 05MＵ0900639 2 

130 24 明星大学 中島 啓 NAKAJIMA, Hiromu 13MU0901133 2 

131 25 立教大学 佐々木 啓介 SASAKI, Keisuke 13MU0801154 2 

132 26 早稲田大学 谷口  雄太郎 TANIGUCHI, Yutaro 13MU0801052 2 

133 26 早稲田大学 足立  一真 ADACHI, Kazuma 13MU0901646 2 

134 31 山梨学院大学 水野  恭兵 MIZUNO, Kyohei 15ME0901489 2 

135 35 朝日大学 谷   尚樹 TANI, Naoki 29MU0700591 2 

136 35 朝日大学 逢坂  尚也 OSAKA, Naoya 33MU0800915 2 

137 35 朝日大学 大岩  健吾 OIWA, Kengo 36MU0801341 2 

138 35 朝日大学 秋田  拓磨 AKITA, Takuma 20MJ0900704 2 

 


