
第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

1）A 　50才以上（臨時登録者 ） ｴﾝﾄﾘｰ17 名 4 周回
16 名 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待１ 白 51 八嶋　亮太 ヤシマ リョウタ Swacchi

4442361 白 52 金子　泰士 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ

4449672 白 53 斎藤　孝一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ

4418691 白 54 北郷　澄人 ｷﾀｺﾞｳ ｽﾐﾄ おおえだRT

4418995 白 55 森田　佳嗣 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾂｸﾞ Swacchi

4441714 白 56 遠藤　久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ SBTM

4447580 白 57 田中　洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

4431661 白 58 中川　茂美 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾐ

4456923 白 59 山田　伸夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ シクロクラブ

4450868 白 60 河野　元治 ｺｳﾉ ﾓﾄﾊﾙ

4421519 白 61 佐々木　聡 ｻｻｷ ｻﾄｼ 人車一体

4430817 白 62 吉岡　英範 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ みさかレーシング

4446081 白 63 佐久間　洋一 ｻｸﾏ ﾖｳｲﾁ

4426553 白 64 西村　克彦 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ YOU CAN 八王子

4449930 白 70 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 上毛レーシング

4446053 白 71 大澤　浩一 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｲﾁ

SCF-64 白 72 岩崎賢作 ｲﾜｻｷ ｹﾝｻｸ チームマ浦和田村
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２）B　50才以上（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ5 名 4 周回
ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待２ 白 65 田中　克典 タナカ カツノリ 13MM1200639 シクロクラブ

4423009 白 66 渡辺　正彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 11MM9700721 ALPHAWK

4426363 白 67 濱野　貞義 ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ 11MM9700672 大福屋

4418591 白 68 柳沼　彰彦 ﾔｷﾞﾇﾏ ｱｷﾋｺ 12MM1100027 オッティモ

4432882 白 69 登坂　昭彦 ﾄｻｶ ｱｷﾋｺ 11MM9700663 ALPHAWK
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3）C　女子(オープン） ｴﾝﾄﾘｰ23 名 4 周回
ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待３ 桃 1 梶原　悠未 カジハラ ユウミ 11FJ1301061 筑波大学附属坂戸高等学校

4447867 桃 2 田島　洋子 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 11FM1402101 シャークアイランド

4454604 桃 3 多田　昭子 ﾀﾀﾞ ｱｷｺ 11FM1200095 シクロクラブ

4420253 桃 4 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ ﾕﾒﾅ 11FY1101538 埼玉県立浦和工業高等学校

4457599 桃 5 佐藤　智美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ

4445514 桃 6 島崎　典子 ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ シャークアイランド

4442208 桃 7 舟山　杏子 ﾌﾅﾔﾏ ｷｮｳｺ

4456697 桃 8 中村　友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ NAMAZU PLUS TOCHIGI

4450548 桃 9 蕗野　恵美子 ﾌｷﾉ ｴﾐｺ チーム・Y

4448848 桃 10 當銘　幸貴 ﾄｳﾒ ｻｷ

SCF-35 桃 11 池田　彩子 ｲｹﾀﾞ ｱﾔｺ

4427968 桃 12 小沼　美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 11FM9700609 Ready Go Japan

4455079 桃 13 大内　恵 ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 11FM1400169 コムリン

4420699 桃 14 高橋　康子 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｺ

SCF-59 桃 15 須藤　むつみ ｽﾄﾞｳ　ﾑﾂﾐ 13FM9702853 Ready Go Japan

SCF-52 桃 16 齋藤莉星 サイトウ　リセ 03FY1300953 盛岡農業高校

SCF-53 桃 17 三浦　千夕生 ミウラ チユキ 03FY1401073 盛岡農業高校

SCF-54 桃 18 髙金　里沙 タカガネ リサ 03FY1401074 盛岡農業高校

SCF-55 桃 19 河野　泉水 カワノ イズミ 03FY1401076 盛岡農業高校

JICF0101 桃 21 吉岡　梨紗 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 13FJ1401956 学習院大学

JICF0204 桃 51 樫木　祥子 カシキ　ショウコ 13FU1201405 駒沢大学

JICF0４03 桃 52 池崎　杏奈 イケザキ　アンナ 13FU1401955 学習院大学

JICF0404 桃 53 下西　美紀 シモニシ　ミキ 13FU1401957 学習院大学
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4）D　中学生（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ5 名 3 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

4440269 緑 61 澤部　衛 ｻﾜﾍﾞ ﾏﾓﾙ 11MY1402185 立教新座中高

4430999 緑 62 松井　一真 ﾏﾂｲ ｲﾂﾏ 11MY1402186 立教新座中高

SCF-04 緑 63 福田　圭晃 ﾌｸﾀﾞﾖｼｱｷ 14MY1400148 BFYレーシング

4442454 緑 64 小沼　良太郎 ｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 11MY1401998

4456528 緑 65 萩原　一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 13MY1402278 グラン・デパール
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5）E　上級（臨時登録者） ｴﾝﾄﾘｰ16 名 7 周回
ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待４ 白 81 小竹　俊輔 コタケ　シュンスケ 臨時登録

招待５ 白 82 大内　貴勝 オオウチ ヨシカツ 臨時登録 コムリン

4445448 白 83 奥　俊彰 ｵｸ ﾄｼｱｷ 臨時登録 エキップあづみの

4445511 白 84 島崎　一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 臨時登録 シャークアイランド

4424707 白 85 山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 臨時登録 zelkova rc

4423958 白 86 吉田　博隆 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 臨時登録

4419145 白 87 渡辺　一弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 臨時登録 zelkovaRC

4440242 白 88 松井　敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 臨時登録

4433722 白 89 高橋　良勝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶﾂ 臨時登録

4451581 白 90 福田　健太 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 臨時登録 INOUE RACING CYCLE

4446716 白 91 松田　輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 臨時登録

4419894 白 92 福島　健一 ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ 臨時登録

SCF-19-2 白 93 佐藤 圭司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 臨時登録 Green SCT

SCF-39 白 94 井上 善裕 ｲﾉｳｴﾖｼﾋﾛ 臨時登録 INOUE RACING CYCLE

SCF-57 白 95 天田順一 ｱﾏﾀﾞｼﾞｭﾝｲﾁ 臨時登録 INOUE RACING CYCLE

SCF-66 白 96 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 臨時登録
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6）F　中級（臨時登録者） ｴﾝﾄﾘｰ82 名 6 周回
ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

4450014 青 1 布施　知洋 ﾌｾ ﾄﾓﾋﾛ 臨時登録 HONDA R&D

4420888 青 2 草野　仁志 ｸｻﾉ ﾋﾄｼ 臨時登録 ラバ・ノア

4445236 青 3 池崎　治 ｲｹｻﾞｷ ｵｻﾑ 臨時登録 サイクリングチームコムリン

4438480 青 4 森田　寿 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ 臨時登録 TEAM  Yokoo

4438047 青 5 中野　孔生 ﾅｶﾉ ﾖｼﾀｶ 臨時登録 Team クロチェリスタ

4424296 青 6 田辺　悟 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 臨時登録 アクアタマ

4418840 青 7 庄山　均 ｼｮｳﾔﾏ ﾋﾄｼ 臨時登録

4426639 青 8 梓澤　富士夫 ｱｽﾞｻﾜ ﾌｼﾞｵ 臨時登録 SQUADRA CORSE cicli HIDE

4456510 青 9 射手矢　一成 ｲﾃﾔ ｶｽﾞｼｹﾞ 臨時登録

4450175 青 10 山崎　充雄 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｵ 臨時登録

4428979 青 11 斉藤　しげる ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 臨時登録 メイドさん学科自転車部

4454389 青 12 堀口　隆士 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾄ 臨時登録

4420473 青 13 若月　浩二 ﾜｶﾂｷ ｺｳｼﾞ 臨時登録 Rise-Ride

4418856 青 14 小杉　隆 ｺｽｷﾞ ﾀｶｼ 臨時登録 team natchan

4447412 青 15 天野　龍司 ｱﾏﾉ ﾘｭｳｼﾞ 臨時登録 RYUS

4432641 青 16 春日　広一 ｶｽｶﾞ ｺｳｲﾁ 臨時登録 BurningWheel

4418624 青 17 中山　晃男 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｵ 臨時登録 コムリン

4419433 青 18 藤田　浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 臨時登録 川口市自転車競技連盟

4442930 青 19 岡崎　崇 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ 臨時登録

4446644 青 20 稲葉　孝史 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 臨時登録 コムリン

4420072 青 21 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 臨時登録 ZELKOVA・RC

4431785 青 22 谷脇　正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 臨時登録 サイクルフリーダム　サイクリングチーム

4421315 青 23 岡本　健 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 臨時登録 人車一体

4420484 青 24 佐藤　俊助 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 臨時登録

4443055 青 25 津留　規彰 ﾂﾙ ﾉﾘｱｷ 臨時登録

4420543 青 26 柳堀　伸 ﾔﾅｷﾞﾎﾘ ｼﾝ 臨時登録 Rise-Ride

4450421 青 27 柴野　剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 臨時登録

4424226 青 28 本橋　研一 ﾓﾄﾊｼ ｹﾝｲﾁ 臨時登録 TEAM HATO☆ＳＵＮ

4419288 青 29 永井　秀和 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 臨時登録 NOKYS

4457231 青 30 荒川　勇睦 ｱﾗｶﾜ ｲｻﾑ 臨時登録

4419237 青 31 奥村　純 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 臨時登録 川口市自転車競技連盟

4444842 青 32 関口　敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 臨時登録 上毛レーシング

4451946 青 33 原　英明 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 臨時登録 コムリン

4448003 青 34 飯島　康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 臨時登録

4418861 青 35 星光　太郎 ﾎｼ ｺｳﾀﾛｳ 臨時登録

4445636 青 36 柴田　大介 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 臨時登録

4451921 青 37 佐貫　祐司 ｻﾇｷ ﾕｳｼﾞ 臨時登録

4420305 青 38 横山　純 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 臨時登録 ＮＯＫＹＳ

スタート 9:36

1/2



4452053 青 39 大藤　将人 ｵｵﾌｼﾞ ﾏｻﾄ 臨時登録 FirstBicycle

4419451 青 40 石川　陽一 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 臨時登録 HOWA RACING

4442504 青 41 四十万　浩康 ｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ 臨時登録 チームDSJ

4457142 青 42 谷津田　崇 ﾔﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 臨時登録

4441920 青 43 奥田　光顕 ｵｸﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 臨時登録

4419219 青 44 三沢　公貴 ﾐｻﾜ ｷﾐﾀｶ 臨時登録 川口市自転車競技連盟

4419165 青 45 沖原　雄 ｵｷﾊﾗ ﾀｹｼ 臨時登録 川口市自転車競技連盟

4449369 青 46 藤森　公将 ﾌｼﾞﾓﾘ ｷﾐﾏｻ 臨時登録 エコダライダー

4445827 青 47 森井　尚和 ﾓﾘｲ ﾅｵｶｽﾞ 臨時登録 タマレンジャー

4449657 青 48 清水　隆夫 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｵ 臨時登録 ダイジャマンCT

4452068 青 49 高橋　知克 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶﾂ 臨時登録

4422876 青 50 朴　正彦 ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ 臨時登録

4455397 青 51 勅使瓦　有紀 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 臨時登録

4449555 青 52 鳥屋部　樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂﾙ 臨時登録 かねこれーしんぐ

4457421 青 53 和田　清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 臨時登録 NCC CEREZO

4454198 青 54 田中　勇輝 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 臨時登録

4426684 青 55 渡邉　辰郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾛｳ 臨時登録

4447875 青 56 翁　晋平 ｵｷﾅ ｼﾝﾍﾟｲ 臨時登録 TEAM RISING

4449436 青 57 黒須　執極 ｸﾛｽ ﾄｷﾜ 臨時登録

4452276 青 58 津上　翼 ﾂｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 臨時登録

4456486 青 59 張間　雅文 ﾊﾘﾏ ﾏｻﾌﾐ 臨時登録 防衛医科大学校

4446873 青 60 伊東　将貴 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 臨時登録 コムリン

4433887 青 61 関根　啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 臨時登録

招待１２ 青 77 諸星　篤志 ﾓﾛﾎﾞｼｱﾂｼ 臨時登録

4427968 青 62 中山　開作 ﾅｶﾔﾏ ｶｲｻｸ 臨時登録 asano relaxation

4451593 青 63 今井　正夫 ｲﾏｲ ﾏｻｵ 臨時登録

4451279 青 64 小井土　千尋 ｺｲﾄﾞ ﾁﾋﾛ 臨時登録

4454561 青 65 重田　健治 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 臨時登録

4444938 青 66 清水　雅人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 臨時登録

4450210 青 67 雲　敦史 ｸﾓ ｱﾂｼ 臨時登録 上毛レーシング

4450248 青 68 和田　健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 臨時登録 シャークアイランド

4421701 青 69 渡邊　欣晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 臨時登録 川口自転車連盟

4451849 青 70 藤沼　秀行 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 臨時登録

4443052 青 71 木村　博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 臨時登録

4451543 青 72 佐山　勉 ｻﾔﾏ ﾂﾄﾑ 臨時登録 tyarizaru

4457272 青 73 新井　佳典 ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ 臨時登録 TEAM409

4454565 青 74 高橋　健吾 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 臨時登録

4420233 青 75 国枝　昌彦 ｸﾆｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 臨時登録 室蘭工業大学サイクリング部

SCF-32 青 76 吉田　勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 臨時登録 山下ゴム　猫達磨

SCF-33 青 78 吉田　勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 臨時登録 城西大　猫達磨

SCF-34 青 79 佐藤　洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 臨時登録 山下ゴム　自転車部

SCF-56 青 80 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃﾏｺﾞﾕｷ 臨時登録 カトリック大田原教会

SCF-26-2 青 82 平野秀一郎 ﾋﾗﾉｼｭｳｲﾁﾛｳ 臨時登録 GreenSCT

SCF-65　　 青 83 出浦　良則 ｲﾃﾞｳﾗﾖｼﾉﾘ　 臨時登録 ALTOPIANO
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第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

スタート 10:10 7）G　ジュニア上級高校生（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ37 名 8 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待６ 黒 61 野口　俊輔 ノグチ　シュンスケ 11MJ1300858 栄北高等学校

4441121 黒 62 隈園　郷史 ｸﾏｿﾞﾉ ｻﾄｼ 11MJ1401837 チーム・Y

4425808 黒 63 新井　友陽 ｱﾗｲ ﾄﾓﾊﾙ 11MJ1201064 埼玉県立川越工業高等学校 

4430612 黒 64 鴨澤　滉人 ｶﾓｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 11MJ1300860 栄北高等学校

4421558 黒 65 川田　竜也 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 11MJ1300971 埼玉県立浦和工業高校

4456732 黒 66 納家　一樹 ﾅﾔ ｶｽﾞｷ 13MJ1300890 埼玉県立浦和北高等学校  

4435890 黒 67 藤田　周磨 ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾏ 11MJ1300859 栄北高等学校

4441763 黒 68 堀口　貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 11MJ1301024 栄北高等学校

4431620 黒 69 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 11MJ1301023 栄北自転車競技部

4442266 黒 70 秋山　慶樹 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 13HJ1301311 日本大学豊山高等学校　自転車部

4437504 黒 71 板山　風瑞 ｲﾀﾔﾏ ｶｽﾞｲ 11MJ1300691 小松原高等学校

4429955 黒 72 橘田　和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 11MY1000754 立教新座中高

4442266 黒 73 平﨑　雄也 ﾋﾗｻｷ ﾕｳﾔ 13MY1301310 日本大学豊山高等学校　自転車部

4442266 黒 74 森田　夏生 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 13MY1401116 日本大学豊山高等学校　自転車部

4442312 黒 75 門田　祐輔 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ 13MY1201865 G.S.POSITIVO

4432503 黒 76 和田　直也 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 11MY1400922 埼玉県立浦和北高等学校 

4419010 黒 77 中川　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 11MY1301700 埼玉県立浦和工業高等学校

4434282 黒 78 長塚　優介 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 08MY1401545 埼玉県立浦和工業高等学校 

4442266 黒 79 藤井　將 ﾌｼﾞｲ ﾀｽｸ 13MY1401457 日本大学豊山高等学校　自転車部

4420476 黒 80 関口　裕亮 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 11MY1401669  埼玉県立浦和工業高等学校 

4442266 黒 81 太田　翼 ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 13MY1401115 日本大学豊山高等学校　自転車部

4435642 黒 82 北井　幹大 ｷﾀｲ ｶﾝﾀ 11MY1401838 立教新座中高

4457022 黒 83 小川　泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 11MY1401253 筑波大学付属坂戸高等学校

4450461 黒 84 川口　咲介 ｶﾜｸﾞﾁ ｻｽｹ 11MJ1300761 筑波大坂戸

SCF-14 黒 85 木村隆之助 ｷﾑﾗﾘｭｳﾉｽｹ 11MJ1300969 浦和工業高校自転車競技部

SCF-40 黒 101 丹内朋紀 タンナイ　トモキ 03MY1301026 紫波総合高校

SCF-41 黒 102 佐々木優樹 ササキユウキ 03MJ1301030 紫波総合高校

SCF-42 黒 103 安倍大成 アンバイ タイセイ 03MY1401085 紫波総合高校

SCF-43 黒 104 加藤秀一 カトウ シュウイチ 03MY1401084 紫波総合高校

SCF-44 黒 105 鈴木涼 スズキ リョウ 03MY1401086 紫波総合高校

SCF-45 黒 106 朝倉雄 アサクラ　ユウ 03MY1401077 水沢農業高校

SCF-46 黒 107 斎藤立樹 サイトウ リツキ 03MY1401080 水沢農業高校

SCF-47 黒 108 佐々木瞭 ササキ　リョウ 03MY1300946 盛岡農業高校

SCF-48 黒 109 今松僚也 イママツ　トモヤ 03MY1300951 盛岡農業高校

SCF-49 黒 110 糸井健太郎 イトイ　ケンタロウ 03MY1300952 盛岡農業高校

SCF-50 黒 111 勝又　心 カツマタ　シン 03MJ1401069 盛岡農業高校

SCF-51 黒 112 岩部智洋 イワベ　チヒロ 03MY1401072 盛岡農業高校
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第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

スタート 10:11 8）H　ジュニア初級高校生（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ数53 名 8 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待７ 黄 1 渡辺　慶太 ワタナベ　ケイ 11MY1100641 浦和工業高校自転車競技部

4448592 黄 2 小日向　喬 ｺﾋﾅﾀ ﾀｶｼ 11MJ1301897 川口工定

4448592 黄 3 熊沢　直哉 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 11MJ1301896 川口工定

4422334 黄 4 鷲尾　丈史 ﾜｼｵ ﾀｹｼ 11MJ1301797 埼玉県立浦和北高校

4448646 黄 5 八木橋　優希 ﾔｷﾞﾊｼ ﾕｳｷ 11MJ1301067 埼玉県立鳩山高等学校 

4433140 黄 7 大岡　麟太郎 ｵｵｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 11MJ1300781 埼玉県立浦和北高等学校

4420650 黄 8 斉藤　悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 11MJ1300780 埼玉県立浦和北高等学校

4447991 黄 9 境　恭吾 ｻｶｲ ｷｮｳｺﾞ 11MJ1300782 浦和北高校自転車競技部

4449321 黄 10 高塚　大生 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｷ 11MJ1201668 立教新座中高

4436451 黄 11 堀口　源太 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾞﾝﾀ 11MY1201604 立教新座中高

4432650 黄 12 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 11MY1301701 浦和工業高校自転車競技部

4449183 黄 13 井澤　陸 ｲｻﾞﾜ ﾘｸ 11MY1400837  栄北高等学校 

4442078 黄 14 浜野　泰徳 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾉﾘ 11MY1400917 浦和北高校自転車部

4448941 黄 15 三上　凌司 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｼﾞ 11MY1401900 富士見高等学校自転車競技部

4425808 黄 16 吉田　優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 11MY1400956 埼玉県立川越工業高等学校 

4432935 黄 17 高橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 11MY1400883 栄北高等学校 

4425808 黄 19 伊藤　元弥 ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾔ 11MY1400954 埼玉県立川越工業高等学校 

4434727 黄 20 及川　一総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 03MY1401083 岩手県立紫波総合高等学校

4437596 黄 21 寒河江　穂高 ｻｶﾞｴ ﾎﾀﾞｶ 11MY1400918 埼玉県立浦和北高等学校 

4431042 黄 23 橋爪　拓海 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｸﾐ 11MY1400894 埼玉県立浦和工業高等学校 

4448646 黄 24 坂口　優斗 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 11MY1401444 埼玉県立鳩山高等学校  

4433887 黄 25 関根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 11MY1401725 小松原高校自転車競技部

4425808 黄 26 増田　勝伍 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 11MY1400957 埼玉県立川越工業高等学校 

4444865 黄 27 佐々木　雄也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 11MY1400886 埼玉県立浦和工業高校

4434827 黄 28 高橋　未来也 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 11MY1402046 埼玉県立浦和北高等学校 

4434140 黄 29 石原　樹 ｲｼﾊﾗ ｲﾂｷ 11MY1400916 埼玉県立浦和北高等学校 

4434413 黄 30 栗原　昌宏 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 11MY1401731 小松原高校自転車競技部

4425808 黄 31 山﨑　耕平 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 11MY1400953 埼玉県立川越工業高等学校  

4432713 黄 32 林崎　康徳 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 11MY1400840 栄北高等学校 

4435641 黄 33 小田　晃大 ｵﾀﾞ ｺｳﾀ 11MY1401839 立教新座中高

4447709 黄 34 中野　凌 ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 11MY1401732 小松原高校自転車競技部

4435464 黄 35 須藤　望 ｽﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾑ 11MY1401840 立教新座中高

4448646 黄 36 目黒　達也 ﾒｸﾞﾛ ﾀﾂﾔ 11MY1401447 埼玉県立鳩山高等学校  

4448023 黄 37 梅田　陽希 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｷ 11MY1401726 小松原高校自転車競技部

4422957 黄 38 保野　智也 ﾔｽﾉ ﾄﾓﾔ 11MY1400717 浦和工業高校

4443059 黄 39 鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 11MY1400908 大宮工業高等学校

4425808 黄 40 安藤　芳浩 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 11MY1400959 埼玉県立川越工業高等学校 

4425808 黄 41 村山　悠人 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ 11MY1400955 埼玉県立川越工業高等学校 
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4425808 黄 42 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 11MY1400838 埼玉県立川越工業高等学校

4456118 黄 43 菊地　一輝 ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ 11MY1400757 小松原高校自転車競技部

4448646 黄 44 山田　柊斗 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 11MY1401445 埼玉県立鳩山高等学校 

4427991 黄 45 大根田　将吾 ｵｵﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 11MY1400920 浦和工業高校自転車競技部

4439534 黄 46 芹澤　大地 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 11MY1400756 小松原高校自転車競技部

4420339 黄 47 高井　岳人 ﾀｶｲ ｶﾞｸﾄ 11ＭＹ1400187 浦和工業高校自転車競技部

SCF01 黄 48 西宮　未来 ﾆｼﾐﾔ ﾐﾗ １１MY1300692 小松原高校自転車競技部

SCF-5 黄 49 梶原 彪吾 ｶｼﾊﾗ ﾋｮｳｺﾞ 11MY1401134 浦和工業高校自転車競技部

SCT-6 黄 50 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ １１MY 大宮工業高等学校

SCF-7 黄 52 木村 隼斗 ｷﾑﾗﾊﾔﾄ 11MY1400903 大宮工業高等学校

4450275 黄 53 宮野　雄弘 ﾐﾔﾉ ﾀｹﾋﾛ 11MY1402200 早稲田大学本庄高等学院自転車部

4432422 黄 54 高橋　知典 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾘ 11MY1400836 栄北高等学校

4432407 黄 55 野村　直史 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾌﾐ 11MY1400834 栄北高等学校

4438777 黄 56 橋本　海 ﾊｼﾓﾄ ｶｲ 11MY1400835 栄北高等学校

4450272 黄 57 河野　克哉 ｺｳﾉ ｶﾂﾔ 11MJ1401251 早稲田大学本庄高等学院自転車部
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第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

スタート 10:50 9）I　エリート（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ数41 名 10 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待８ 白 1 丸山　英将 ﾏﾙﾔﾏﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 11MM0800135 SQUADRA CORSE cicli HIDE

招待９ 白 2 塩田　航平 ｼｵﾀﾞｺｳﾍｲ 11MU1100938 早稲田大学自転車部

4419374 白 3 菅原　勝良 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾖｼ 11MA9800412 川口市自転車競技連盟

4431677 白 4 酒井　宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 10MM1200411 HARP.RC

4437437 白 5 山崎　慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 08MM1400610 エクストリームつくば

4420026 白 6 本多　陽一 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 11MM1301909

4433367 白 7 菅谷　修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 27MM1400047 Team  Speed

4428160 白 8 金田　一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 08MM0301731

4423729 白 9 小野　太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 09MM1001625 OYAMA STARPLEX

4434470 白 10 阿部　耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 09MM1000909 OYAMA STARPLEX

4418561 白 11 柴田　哲裕 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 13MM0301329 チバポンズ川口農園

4436059 白 12 梅野　優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 13MM0901784 ケイド サイクリングクラブ

4420830 白 13 大友　伸幸 ｵｵﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ 10MM1301920 HARP RC

4419397 白 14 小林　宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 09MM1001863 Honda栃木

4442324 白 15 白鳥　興寛 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ 13MM1201898 A.R.C.Cレーシングチーム

4448545 白 16 小山　洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 14MM1100040

空き

4425248 白 18 海老沼　武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 09MM1200344

4444208 白 19 櫻庭　秀司 ｻｸﾗﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ 11MM1200118

4430376 白 20 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 11MM1300024 サイクルフリーダム

4442007 白 21 大内　貴勝 ｵｵｳﾁ ﾖｼｶﾂ 11MM1400179 コムリン

4438100 白 22 半澤　雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 13MM1400132 LinkTOHOKU

4451741 白 23 伊藤　晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 14MM1001777 G.S.positivo

4456924 白 24 雑賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 12MM1400096 Blanche

4422589 白 25 平野　宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 11MM1001725 ホンダ栃木

4420058 白 26 冨安　雄一郎 ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 11ME1400165 SQADRA CORSE cicli HIDE

4425051 白 27 木下　翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 11ME1400139 コムリン

4430761 白 28 石川　貴英 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ 16ME0700459 SEKIYA

4450448 白 29 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 13ME0901542 イナーメ信濃山形

4421301 白 30 植田　春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 11ME1400191 コムリン

4455447 白 31 小林　草太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 09ME1300355 じてんしゃの杜

4450966 白 32 野中　秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 13MJ1301936 東邦大学サイクリング愛好会

4452079 白 33 齋藤　光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 16ME0601123 F(t)麒麟山Racing

4447700 白 34 佐藤　知紀 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 11ME0700726 SQUADRA CORSE cicli HIDE

4441886 白 35 児玉　岳史 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ 08ME1001435 筑波大学　Racing　Team　＋OB

4430312 白 36 西島　優太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 01ME1301725

4450080 白 37 小山　貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 10MJ1000442
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4457278 白 38 今関　稔 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ 09MM1400180 じてんしゃの杜

SCF-28 白 39 飯嶋　睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 12MM1101715 湾岸ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ・ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ

SCF-29 白 40 石橋　利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 12ME1300216 湾岸ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ・ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ

SCF-58 白 41 小長谷　剛 ｺﾔｾﾂﾖｼ 09ME1200341 Honda栃木

SCF-69 白 42 小澤 隆行 ｵｻﾞﾜﾀｶﾕｷ 申請中 VAX Racing
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第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

スタート 10:51 10）J　中級（登録者） ｴﾝﾄﾘｰ数39 名 6 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

招待１０ 黒 1 内田　　恭太 ウチダ キョウタ 11MM1001881 大福屋

招待１１ 黒 2 奥野　晃成 オクノ テルシゲ 11MM0900110  Maidservant Subject

4456814 黒 3 篠崎　一夫 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 09MM1000258 NAMAZU PLUS TOCHIGI

4420813 黒 4 中島　透 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 11MM1301528 ALPHAWK

4422687 黒 5 大島　繁 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 09MN1000253

4446240 黒 6 松村　悟 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 13MM0701758 パインヒルズ90

4428254 黒 7 岡田　修一 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 13MM0700476 MORNING STAR

4420028 黒 8 梅野　秀哉 ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ 11MM1001913 SQUADRA CORSE cicli HIDE

4450068 黒 9 門奈　芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 11MM1200606 SQUADRA CORSE cicli HIDE

4450703 黒 10 横沢　孝征 ﾖｺｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 11MM9700717 Teamうり坊

4423707 黒 11 小林　秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 13MM1000400 FAST LANE Racing

4422796 黒 12 川原　建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 13ME0800224 チーム・Ｙ

4419156 黒 13 角山　卓 ｽﾐﾔﾏ ﾀｸ 09MM1400192 Honda栃木

4418583 黒 14 山中　弘明 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｱｷ 09MM1300671

4442189 黒 15 柿沼　聡 ｶｷﾇﾏ ｻﾄｼ 13ME0901786 竹芝サイクルレーシング

4443130 黒 16 大堀　隆三 ｵｵﾎﾘ ﾘｭｳｿﾞｳ 13ME0901749 asano relaxation

4444908 黒 17 倉野　稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 09MM1001682 Ride Freaks

4448592 黒 18 大倉　隆義 ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 11MM9901083 川口工定

4431896 黒 19 藤田　拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 11MM1402170 Honda栃木

4451528 黒 20 角谷　文章 ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ 10MM1400624 HARP.RC

4431761 黒 21 高橋　良典 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 13MM1000597

4423788 黒 22 岩波　宏尚 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 13ME1001609 竹芝サイクルレーシング

4422889 黒 23 富元　久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 11ME1402160 HRCTほんだら連合

4448592 黒 24 神竹　徹也 ｶﾐﾀｹ ﾃﾂﾔ 11me1401806 川口工定

4457303 黒 25 小田島　篤 ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ 12MU1400094

4448592 黒 26 弓削田　龍賀 ﾕｹﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 11mu1301898 川口工定

SCF０３ 黒 27 一条　厚 ｲﾁｼﾞｮｳ　ｱﾂｼ 13MM1101402 日本ろう自転車競技協会

4442454 黒 28 小田　一仁 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 11MM0501311 ARAI

4431053 黒 29 牧内　拓也 ﾏｷｳﾁ ﾀｸﾔ 13ME1400121

4451465 黒 30 土屋　尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 11MM0800172 SQUADRA CORSE cicli HIDE

4439067 黒 31 為国　孝洋 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶﾋﾛ 09MM1400247 OYAMA STARPLEX

4449511 黒 32 長谷川　翔一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 13ME1301937 Maidservnt subject

4457456 黒 33 中山　文平 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 09ME1400226

SCF-31 黒 34 露木 博一 ﾂﾕｷ ﾋﾛｶｽﾞ 13ME0700844 東海大学自転車部＋OB会

SFC-36 黒 35 茂呂 彰 ﾓﾛ　ｱｷﾗ 09MM1300092 Ride Freaks

SCF-59 黒 36 中台　篤史 ﾅｶﾀﾞｲ ｱﾂｼ 13MM0801704 航空電子自転車競技部

SCF-60 黒 37 小口　慎雄 ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 13MM1200536  航空電子自転車競技部
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SCF-61 黒 38 田口　和弘 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 13ME0100143 航空電子自転車競技部

SCF-67 黒 39 野口 智 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 09MM1400258
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第4（ファイナル）ステージ 主催：(一社)埼玉県自転車競技連盟

スタート 10:11 1１）K　ビギナー（臨時登録者のみ） ｴﾝﾄﾘｰ数30 名 3 周回

ID 色 No 氏名 ヨミ 登録No 所属

4419445 赤 101 山口　和久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 臨時登録 川車

4441767 赤 102 中村　勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 臨時登録 無所属　新旧

4450220 赤 103 海老原　一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 臨時登録 トレイルラバース

4451521 赤 104 藤田　史郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ 臨時登録

4430769 赤 105 中村　忠司 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 臨時登録 ユニテックRC

4446609 赤 106 富永　康裕 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 臨時登録 フクダ電子C.C.

4423294 赤 107 隅川　健二 ｽﾐｶﾜ ｹﾝｼﾞ 臨時登録

4421961 赤 108 間野　隆 ﾏﾉ ﾀｶｼ 臨時登録 JRI-MMCT

4420662 赤 109 鈴木　克 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 臨時登録 みさかサイクル

4457279 赤 110 増田　朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 臨時登録

4419618 赤 111 木村　公洋 ｷﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ 臨時登録 TRHレーシング

4445062 赤 112 吉川　慎示 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 臨時登録

4439068 赤 113 梅田　正幸 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 臨時登録

4443061 赤 114 松　庸介 ﾏﾂ ﾖｳｽｹ 臨時登録 サイクルフリーダム

4446261 赤 115 阿久津　直樹 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 臨時登録

4448415 赤 116 森　紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 臨時登録

4451316 赤 117 山田　敏史 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 臨時登録 ユニテックRC

4425648 赤 118 山ノ井　勇輔 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｽｹ 臨時登録 おTOMO-ZO

4420722 赤 119 吉田　周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 臨時登録

4443247 赤 120 永田　洋介 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 臨時登録

4441491 赤 121 小泉　亮一 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 臨時登録 とれらば！

4447713 赤 122 石井　壮 ｲｼｲ ｿｳ 臨時登録 石井クリニック

SCF0２ 赤 123 丸水 功太 ﾏﾙﾐｽﾞ ｺｳﾀ 臨時登録

4451265 赤 124 小井土　智亮 ｺｲﾄﾞ ﾄﾓｱｷ 臨時登録 上毛レーシング

4451330 赤 125 木口　潤 ｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 臨時登録

4454499 赤 126 新居　啓志 ﾆｲ ｻﾄｼ 臨時登録 Sotook racing

SCF-30 赤 127 Brierley Stephen ﾌﾞﾗｲｱﾘｰｽﾃｨｰﾌﾞﾝ 臨時登録  Scouse Racing

SCF-62 赤 128 笹川　亮介 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 臨時登録 航空電子自転車競技部

SCF-63 赤 129 清水　恒志 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ 臨時登録 航空電子自転車競技部

SCF-68 赤 130 林　真樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 臨時登録
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