
①一般男子 参加者９６名 秩父駅前スタート（AM１０：００）

ゼッケン 総合

白-No タイム

菅野 正明 白-１ LINKTOHOKU ○

半澤 雄高 白-２ ＬｉｎｋＴＯＨＯＫＵ ○

渡辺 友一 白-３ LinkTOHOKU ○

草野 辰也 白-４ ＬｉｎｋＴＯＨＯＫＵ ○

富元 久雄 白-５ サイタマサイクルプロジェクト ○

高橋 史朗 白-６ サイタマサイクルプロジェクト ○

福原 大 白-７ サイタマサイクルプロジェクト ○

相川 茂徳 白-８ サイタマサイクルプロジェクト ○

安田 大希 白-９ EXTENDED VAX SAYAMA ○

金田 智行 白-１０ Extended VAX SAYAMA ○

小澤 隆行 白-１１ EXTENDED VAX SAYAMA ○

服部 富剛 白-１２ EXTENDED VAX SAYAMA ○

金光 仁 白-１３ 多摩ポタ ○

島田 哲郎 白-１４ 多摩ポタ ○

齋藤 義明 白-１５ 多摩ポタ ○

佐藤 貴也 白-１６ 多摩ポタ ○

小川 恵佑 白-１７ なるしまフレンドレーシングチーム ○

近藤 正紀 白-１８ なるしまフレンドレーシングチーム ○

渡邊 聡 白-１９ なるしまフレンドレーシングチーム ○

福岡 実 白-２０ Team FITTE ○

飯沼 誠憲 白-２１ Team FITTE ○

川口 悟史 白-２２ Team FITTE ○

須佐 浩二 白-２３ Team FITTE ○

吉田 勝雅 白-２４ 埼玉北部練習会 ○

中井 雄策 白-２５ 埼玉北部練習会 ○

佐藤 秀和 白-２６ 埼玉北部練習会 ○

和田 清秀 白-２７ 埼玉北部練習会 ○

岡田 優 白-２８ オッティモ 海自下総 ○

河合 宏樹 白-２９ オッティモ ○

染谷 真 白-３０ オッティモ ○

岩立 剛 白-３１ オッティモ ○

五十嵐 誠人 白-３２ 竹芝サイクルレーシング ○

安永 亮 白-３３ 竹芝サイクルレーシング ○

齋藤 和輝 白-３４ 竹芝サイクルレーシング ○

櫻井 宏行 白-３５ Swachhi ○

宗吉 貞幸 白-３６ Swacchi Test Team ○

中山 裕樹 白-３７ Swacchi ○

伊藤 太平 白-３８ エクストリームつくば ○

大里 尚之 白-３９ エクストリームつくば ○

鈴木 克明 白-４０ エクストリームつくば ○

柏原 聡太 白-４１ エクストリームつくば ○

加納 篤 白-４２ サイクルフリーダムレーシング ○

鬼塚 志洋 白-４３ サイクルフリーダムレーシング ○

小野 琢万 白-４４ サイクルフリーダム・レーシング ○

齋藤 全弘 白-４５ サイクルフリーダム・レーシング ○

細川 倫央 白-４６ ACQUATAMA ○

秋山 悟郎 白-４７ ACQUATAMA ○

岩崎 基規 白-４８ ACQUA TAMA ○

塚田 聡 白-４９ エクストリームつくば

家崎 隆 白-５０ サイクルフリーダム・レーシング

佐野 勇人 白-５１ サイクルフリーダム・レーシング

阿島 哲夫 白-５２ なるしまフレンド

田中 忍 白-５３ なるしまフレンド

平野 啓介 白-５４ なるしまフレンドレーシングチーム

井桁 宗明 白-５５ EXTENDED VAX SAYAMA

岩村 大樹 白-５６ EXTENDED VAX SAYAMA

荻原 直也 白-５７ EXTENDED VAX SAYAMA

納家 一樹 白-５８ 早稲田大学

塩田 航平 白-５９ 早稲田大学

伊藤 和憲 白-６０ 首都大学東京体育会自転車部
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吉田 昂広 白-６１ 首都大学東京

鳥屋部 樹 白-６２ 彩北ツブラーゼ

宮森 隆幸 白-６３ 彩北　ツブラーゼ

菅原 勝良 白-６４ 川口市自転車競技連盟

篠原 徹 白-６５ イナーメ信濃山形

新村 拓也 白-６６ 日大理工

棚橋 峻也 白-６７ 天狗党

千葉 大基 白-６８ 彩湖スプリント

大橋 穂高 白-６９ ユーロードレーシング

関口 諒 白-７０ ブラウブリッツェン

丹野 沙音志 白-７１ チャリ盗まれた

中野 公之 白-７２ チームリマサンズ

佐久間 真也 白-７３ シクロクラブ

飛田 俊彦 白-７４ サイクルクラブ3UP

植田 春樹 白-７５ コムリン

駒井 出 白-７６ アーティファクトレーシングチーム

関根 啓総 白-７７ Y`s Road

青木 清 白-７８ TRC PANAMAREDS

中村 稔 白-７９ TEAMGIRO360

平賀 康一 白-８０ TeamCUORE

森 拓也 白-８１ Team Sportskid

今井 亮太 白-８２ TEAM SPORTS KID

大森 修平 白-８３ SEKIYA

川又 直 白-８４ Pinazou Test Team

青木 貴嗣 白-８５ MIVRO

松島 拓人 白-８６ MIVRO

福田 昌弘 白-８７ Hamster Spin

光山 英典 白-８８ FIETS GROEN 日本ロボティクス

中村 潤 白-８９ docomo RT

臼元 直仁 白-９０ DeerMagLeev

日高 一明 白-９１ Buena suerte

高野 大喜 白-９２ BlueGrass

中地 義一 白-９３ ＢＩＫＥ ＴＯＷＮ ＣＹＣＬＩＮＧ

石村 公仁彦 白-９４ BIKE TOWN CYCLING

今井 基裕 白-９５ ACS Nagasaki

小島 啓史 白-９６



②高校生A 参加者90名 秩父駅前スタート（AM１０：００）

ゼッケン 総合

赤-No タイム

中川 涼 赤-101 埼玉県立浦和工業高等学校 ○

渡辺 慶太 赤-102 埼玉県立浦和工業高等学校 ○

関口 裕亮 赤-103 埼玉県立浦和工業高等学校 ○

池田 和哉 赤-104 埼玉県立浦和北高等学校 ○

園田 大智 赤-105 埼玉県立浦和北高等学校 ○

三浦 隆也 赤-106 埼玉県立浦和北高等学校 ○

佐藤 駿 赤-107 埼玉県立浦和北高等学校 ○

関根 論容 赤-108 叡明高等学校 ○

亀山 裕大 赤-109 叡明高等学校 ○

渡辺 拓真 赤-110 叡明高等学校 ○

栗原 昌宏 赤-111 叡明高等学校 ○

松村 恭輔 赤-112 栄北高等学校 ○

五十嵐 凌祐 赤-113 栄北高等学校 ○

今崎 勇希 赤-114 栄北高等学校 ○

高橋 一斗 赤-115 栄北高等学校 ○

小徳 修平 赤-116 真岡工業高等学校 ○

荒井 遼河 赤-117 真岡工業高等学校 ○

荒木 知 赤-118 真岡工業高等学校 ○

田村 介 赤-119 真岡工業高等学校 ○

吉田 良 赤-120 埼玉県立川越工業高校 ○

玉村 喬 赤-121 埼玉県立川越工業高校 ○

田口 浩太朗 赤-122 埼玉県立川越工業高校 ○

倉科 翔伍 赤-123 埼玉県立川越工業高校 ○

古田 陸志 赤-124 筑波大附属坂戸高校 ○

小川 泰征 赤-125 筑波大附属坂戸高校 ○

芝田 順之介 赤-126 筑波大附属坂戸高校 ○

石田 貫 赤-127 日本大学豊山高校 ○

近 翔太 赤-128 日本大学豊山高校 ○

吉 啓介 赤-129 日本大学豊山高校 ○

森﨑 健臣 赤-130 日本大学豊山高校 ○

小林 直貴 赤-131 東京都立八王子桑志高等学校 ○

内山 新平 赤-132 東京都立八王子桑志高等学校 ○

渡邉 翔悟 赤-133 東京都立八王子桑志高等学校 ○

小笠原 匠海 赤-134 東京都立八王子桑志高等学校 ○

澤部 衛 赤-135 立教新座高等学校 ○

北井 幹大 赤-136 立教新座高等学校 ○

須藤 望 赤-137 立教新座高等学校 ○

津田 悠太 赤-138 伊豆総合高等学校

服部 泰之 赤-139 伊豆総合高等学校

花見 和哉 赤-140 埼玉県立浦和工業高校

佐久間 清貴 赤-141 埼玉県立浦和工業高校

瀬川 颯太 赤-142 埼玉県立浦和工業高校

高井 岳人 赤-143 埼玉県立浦和工業高校

佐々木 洸太 赤-144 埼玉県立浦和工業高校

東口 慶 赤-145 埼玉県立浦和北高等学校

鈴木 啓悟 赤-146 埼玉県立浦和北高等学校

山田 悠太 赤-147 埼玉県立浦和北高等学校

野澤 慎平 赤-148 埼玉県立浦和北高等学校

氏原 真之介 赤-149 埼玉県立浦和北高等学校

今井 希 赤-150 埼玉県立浦和北高等学校

阿蘇 暖 赤-151 埼玉県立浦和北高等学校

成瀬 敬太 赤-152 埼玉県立浦和北高等学校

杉岡 優喜 赤-153 埼玉県立浦和北高等学校

重山 晃輝 赤-154 埼玉県立浦和北高等学校
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塩田 航大 赤-155 叡明高等学校

荒川 達郎 赤-156 栄北高等学校

長谷川 泰史 赤-157 栄北高等学校

湯浅 博貴 赤-158 栄北高等学校

蓮見 康平 赤-159 栄北高等学校

杉野 太一 赤-160 栄北高等学校

市丸 健太 赤-161 栄北高等学校

橋谷 成海 赤-162 栄北高等学校

高橋 侑世 赤-163 栄北高等学校

斉藤 哲也 赤-164 栄北高等学校

田村 亮太郎 赤-165 栄北高等学校

岩本 和真 赤-166 栄北高等学校

眞中 俊哉 赤-167 栄北高等学校

吉田 晏生 赤-168 栄北高等学校

大関 一輝 赤-169 埼玉県立狭山工業高等学校　

石島 翼 赤-170 真岡工業高等学校

北村 重裕 赤-171 真岡工業高等学校

尾形 昂隼 赤-172 前橋育英高等学校

矢部 雄一郎 赤-173 埼玉県立大宮工業高等学校

福岡 大輝 赤-174 埼玉県立大宮工業高等学校

碓井 熙凌 赤-175 日本大学豊山高等学校

齊藤 宏樹 赤-176 日本大学豊山高等学校

佐藤 正太郎 赤-177 日本大学豊山高等学校

戸村 正純 赤-178 日本大学豊山高等学校

岡田 亮太 赤-179 東京都立八王子桑志高等学校

三宮 虎之介 赤-180 東京都立八王子桑志高等学校

佐藤 大河 赤-181 東京都立八王子桑志高等学校

河野 柊太 赤-182 東京都立八王子桑志高等学校

東 亮介 赤-183 東京都立八王子桑志高等学校

小林 和典 赤-184 東京都立八王子桑志高等学校

百瀬 仁 赤-185 東京都立八王子桑志高等学校

横田 隼人 赤-186 埼玉県立鳩山高等学校

石井 汰樹 赤-187 輪千レーシングチーム

古川 裕真 赤-188

熊崎 麻人 赤-189

宮内 唯渡 赤-190



③市民レーサーA　参加者９０名 秩父駅前スタート

ゼッケン

青-No

蒲谷 航 青-201 アラガ

福永 雄大 青-202

向後 章夫 青-203 インバスター

右川 博幹 青-204

安藤 学武 青-205 Firstbikes

大矢 建朗 青-206

佐藤 健二 青-207 チームオーベスト

松村 新一 青-208 BoomBoomCycling

安陪 正道 青-209 サイクルクラブ３UP

田中 良典 青-210 ライトサイクル

水野 恭志 青-211 ニコンレーシング

井上 善裕 青-212 INOUE RACING CYCLE

一瀬 敏彦 青-213

近藤 年昭 青-214 synerzy

岸 亮太 青-215 INOUE RACING CYCLE

福田 健太 青-216 イノウエレーシングサイクル

柳橋 孝志 青-217 Bermuda

保坂 恭平 青-218

白石 裕章 青-219 チームCWS

小林 悠太 青-220 チームライトサイクル

青木 健至 青-221 Caid Cycling Club

前原 光一 青-222 CWS

尾崎 裕二 青-223 オッティモ(海自下総)

川松 英樹 青-224 ブルーグラス所沢

小田木 進祐 青-225 CWS

坂口 幸一 青-226 TEAM SKYROKETS

西石垣 誠友 青-227 サイクルフリーダムサイクリングチーム

浜崎 将行 青-228 hotstaff

平野 斗志雄 青-229 明治大学トライアスロン部

郷田 知宏 青-230 明治大学トライアスロン部

若林 淳二 青-231

横井 渓 青-232 チームクロチェリスタ

千葉 哲也 青-233 BoomBoomCycling

小林 昂介 青-234 明治大学トライアスロン部

横山 健太郎 青-235 E-Koto LIFE

加藤 友泰 青-236

奥村 哲也 青-237

山口 洋 青-238 caid cycling club

長島 純郎 青-239

戸嶋 祥吾 青-240

吉岡 拓哉 青-241 エキップナカムラ

浜島 章浩 青-242 かねこれーしんぐ

江田 圭一郎 青-243

五十嵐 博行 青-244

小林 実 青-245 鴻巣楽しく走る会

小枝指 諒 青-246

泉妻 郁哉 青-247 明治大学トライアスロン部

鈴木 慶太 青-248 CWS

熱田 宏史 青-249 CWS 吉祥寺

七條 徹也 青-250

加藤 光雄 青-251

阿部 秀昭 青-252

菅谷 大助 青-253 ＣＷＳ

佐藤 和昭 青-254

大城 雄介 青-255 PECCO
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笹井 飛鳥 青-256 アングルドロア

安藤 佳史 青-257

熊井 善之 青-258 明治大学トライアスロン部

佐藤 雄大 青-259 明治大学トライアスロン部

藤澤 浩 青-260 チームWADA

水野 倫太郎 青-261 Team J.

富永 充昭 青-262 TeamSHIDO

小林 崇 青-263 オッティモ(海自下総)

山本 孝 青-264 PAVE CC

荒井 保典 青-265 パインヒルズ'90

根津 匠太朗 青-266 Team SHIDO

香立 武士 青-267 シクロクラブ

佐藤 史明 青-268 サイクルビート

松木 匡宏 青-269

山入端 尚吾 青-270

鈴木 薫 青-271 ケイド　サイクリング　クラブ

鈴木 博之 青-272 スズヒルズ

天田 順一 青-273 INOUE RACING CYCLE

楳木 賢次 青-274 WESTY・C・P

鈴木 篤史 青-275 ALPHAWK

田中 寿洋 青-276 なるツル

武井 裕 青-277 prego

鈴木 誠人 青-278 日本大学理工学部習志野サイクリングクラブ

小林 雄太 青-279

梅野 優哉 青-280 ケイドサイクリングクラブ

石川 洋昭 青-281 クロチェリスタ

高橋　 啓一 青-282 ＣＯW　ＧＵＭＭＡ

鷲野 向一 青-283 サイクルワークスオオタキ

川久保 大海 青-284 サイクルワークスオオタキ

田中 雅 青-285 TEAM HATO☆SUN

鬼形 卓弥 青-286 COW GUMMA

魚谷 優治 青-287 日大理工

山下 太一 青-288 Team GOCHI

勅使河原 真 青-289 チームインタニヤ

大谷 栄 青-290 HARP Racing Club



④市民レーサーB　参加者１００名 大田小・中前スタート（AM９：００）

ゼッケン

黄-No

三上 恵仁 黄-101 WAPPA

中島 祥吾 黄-102 TEAM　WAPPA

山本 耕平 黄-103 ARCCレーシングチーム

春日 達也 黄-104

伊藤 紀幸 黄-105 Swacchi

廣瀬 篤 黄-106 Ｔｅａｍ　ｈｕｍａｎｏｉｄ

諸星 篤志 黄-107 Ｓｗａｃｃｈｉ

佐藤 勇亮 黄-108 Crunk Gorilla Cycling Team

重田 一義 黄-109 ARCCレーシングチーム

鷲尾 健太郎 黄-110 ZERO to TOP

小林 健輔 黄-111 Chari 2.0

中船木 一夫 黄-112 Swacchi

平井 光徳 黄-113

紫藤 仁 黄-114 A.R.C.C

小玉 喜照 黄-115 大福屋

石嶋 隆志 黄-116 かねこれーしんぐ

杉山 克憲 黄-117 ＳＭbros.

海老澤 武 黄-118 Bridgestone

中島 誠 黄-119 ERATEH

山下 誠一 黄-120 team ARAGA

戸田 充晃 黄-121 ＡＲＣＣ

坂本 貴志 黄-122

武木田 幸典 黄-123

宮崎 亮介 黄-124 Wincome RT

森田 佳嗣 黄-125 Swacchi

白鳥 興寛 黄-126 ARCCレーシングチーム

石川 海璃 黄-127 KATZE Cycling Team

松尾 伸也 黄-128 SAI

齋藤 和正 黄-129

浜名 哲也 黄-130 ビーワークスレーシング

森山 勝徳 黄-131 WINCOME Racing Team

清水 雅人 黄-132 彩北ツブラーゼ

野寺 信朋 黄-133 SMBros.

入江 達也 黄-134 FM730

坂利 誠司 黄-135 WINCOME Racing Team

谷津田 崇 黄-136 ARCCレーシングチーム

大田 該 黄-137 ブリヂストン自転車部

三澤 公貴 黄-138 川口市自転車競技連盟

内山 洋介 黄-139 獨協大学

菊地 健史 黄-140 板サカ

濱田 浩孝 黄-141 彩北ツブラーゼ

平形 洋生 黄-142 Team Oltre

横山 純 黄-143

本橋 大樹 黄-144 NOKYS

斉藤 英代 黄-145 SM.Bros

尾形 幸彦 黄-146 チーム   APEX

橋本 雄一郎 黄-147 シャークアイランド

大澤 昌弘 黄-148 Tacke

角田 峻啓 黄-149 KATZE Cycling Team

森 健太郎 黄-150

林 健太郎 黄-151 MKⅢ

増山 景 黄-152 Accelerando VC.Chichibu

綱島 浩之 黄-153 ZERO to TOP

阿部 倫也 黄-154 アングルドロア

高野 真一 黄-155 Swacchi

第６４回　秩父宮杯自転車道路競走大会　

エントリー・リスト

選手名 チーム名 時間分秒

個人

順位



中野 渉 黄-156

内田 恭太 黄-157

吉田 豪 黄-158 パインヒルズ90

新井 学 黄-159 シャークアイランド

高橋 昌平 黄-160 明治大学

岡本 拓也 黄-161 WINCOME Racing Team

武笠 展大 黄-162 エクストリームつくば

芳崎 友哉 黄-163 CSK Racing

山下 雄也 黄-164 SAI

佐藤 正敏 黄-165 コムリン

田久保 優弥 黄-166 いんなーろー

小松 幸一 黄-167

円谷 朝彦 黄-168 サイクルプラス福岡

浅田 慎一郎 黄-169 チーム物見山

舘野 泰崇 黄-170 大福屋

藤川 凌 黄-171 FM730

矢口 勝之 黄-172 Swacchi

新福 敬一 黄-173 ERATEH

新村 基行 黄-174 エキップ ナカムラ

川野 智行 黄-175 TEAM Y's Road/チームBOSCH

中村 友一郎 黄-176

伊藤 将寛 黄-177 内房レーシングクラブ

大橋 涼 黄-178 KATZE Cycling Team

稲葉 孝史 黄-179

竹内 良太 黄-180

黒須 翔吾 黄-181

山川 大佑 黄-182

津留 規彰 黄-183 かねこれーしんぐ／TEAM409

水野 広大 黄-184 Ｋ＆Ｋ

新井 正弘 黄-185

桜井 悠 黄-186 明治大学

荒井 勇 黄-187 Swacchi

島崎 稔史 黄-188 ARCCレーシングチーム

向山 剛 黄-189

平山 勝基 黄-190 Heitanhompo

出浦 良則 黄-191 アルトピアノ

小川 晶太郎 黄-192 明治大学

天本 直也 黄-193 Haitan Hompo

中山 晃男 黄-194 コムリン

藤森 祐輔 黄-195 Ｂｕｅｎａ　Ｓuerte

佐藤 健雄 黄-196 nakajima cycle

井上 聡 黄-197 ヘイタンホンポ

浅見 祐樹 黄-198

柴野 剛永 黄-199

伊東 佑馬 黄-200 MKⅢ



⑤市民レーサーC　参加者１００名 大田小・中前スタート

ゼッケン

白-No

初川 竜之介 白-1 SM bros.

鈴木 優太 白-2 妻沼高校/かねこれーしんぐ

山中 翔平 白-3 ALTOPIANO

柴崎 奏大 白-4 やらないか?♂

増田 朋寧 白-5 パラティアムTOKYO

奥村 純 白-6 川口市自転車競技連盟

鳥海 洋平 白-7 内房レーシングクラブ

森 紀侑 白-8 FM730

清水 晃生 白-9 FM730

徳原 晋一 白-10 建築系自転車部

原 英明 白-11 コムリン

臼倉 隆史 白-12 朝霞市役所自転車競技部

扇原 勇二 白-13

細田 将志 白-14 VAXさやま

飯田 健 白-15 チーム輪持久業

大岩 充 白-16 FM730

阿久津 健太郎 白-17 FM730

小用 祐平 白-18 建築系自転車部

鈴木 拓 白-19 Zero to Top

吉村 光司 白-20 川口市自転車競技連盟

阿久津 直樹 白-21 FM730

深澤 和樹 白-22 Team Bonds

木暮 和哉 白-23 Team Bonds

斉藤 達也 白-24 Team Bonds

石川 修 白-25 MATTINO

市川 雄一 白-26

國井 宏樹 白-27 國匠

藤田 浩 白-28 川口市自転車競技連盟

中村 剛士 白-29 Be Works racing

斉藤 祐 白-30 MIVRO

石川 昌憲 白-31 FM730

菅村 栄三 白-32 建築系自転車部

池田 克実 白-33

野中 秀恒 白-34

小野寺 紀雄 白-35 川口自転車競技連盟

松原 勇斗 白-36 チームクロチェリスタ

村上 義幸 白-37 SPIRITO

三留 陵 白-38 サイクルクラブ3UP

石田 豊か 白-39 TEAM SUNABA

新幡 英治 白-40 シャークアイランド

安江 紘樹 白-41

千葉 祐太 白-42 朝霞市役所自転車競技部

木村 健二 白-43 ヤマダレーシング

山本 英門 白-44 ヤマダレーシング

高見澤 篤史 白-45 ＭＫⅢ

佐川 純 白-46

岩崎 毅 白-47 SM.Bros.

長島 克幸 白-48 Accelerando    chichibu

永澤 直人 白-49

黒沢 一喜 白-50 SM  bros

鈴木 克 白-51 みさかレーシング

佐久間 嘉明 白-52 Beach

宮崎 暢也 白-53 アクアレーシング

山本 直樹 白-54 アクアレーシング
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選手名 チーム名 時間分秒

個人

順位



河田 邦広 白-55

浅谷 真一 白-56 ヤマダレーシング

大熊 陸 白-57 Team輪持久業

広瀬 賢二 白-58 大福屋

加藤 将望 白-59 シャークアイランド

岡本 馨 白-60 Be Works Racing

木村 武弘 白-61 メイドさん学科自転車部

新井 雄貴 白-62

小池 勝 白-63 BOUNCE

青木 祐介 白-64

佐藤 保樹 白-65 B-Pluck

福富 洋平 白-66 CWS

金内 伸如 白-67

杉山 英之 白-68 SM bros.

江川 牧人 白-69

小野 康彦 白-70

野村 洋幸 白-71

小野瀬 修 白-72 SPIRITO

田中 正司 白-73 TAG

内野 昌史 白-74 BOUNCE

長岡 高志 白-75

中村 勝彦 白-76 とれらば！

大石 光洋 白-77 Velo Club Allez

海老原 一久 白-78 RIDE Freaks

矢内 尚人 白-79 チームクロチェリスタ

吉野 貴史 白-80

富永 大毅 白-81 建築系自転車部

斉藤 格 白-82 メイドさん学科自転車部

福村 俊樹 白-83 TEAM 輪持久業

石井 浩二 白-84 かねこれーしんぐ

井関 秀俊 白-85 大福屋

櫛山 純輝 白-86 朝霞市自転車競技部

黒澤 達也 白-87 ALTOPIANO

水嶋 聡 白-88 COMPARE

山野井 良太 白-89 コムリン

木村 公洋 白-90 TRHレーシング

飯島 祐史 白-91 Tama road network

関口 亮 白-92 川口市自転車競連盟

鈴木 貴紀 白-93

松村 尚毅 白-94 Y′s Road

土切 泰祐 白-95

柳田 賢祐 白-96 コムリン

伊藤 克幸 白-97

小林 一紀 白-98 CYCLOCLUB

石澤 洋祐 白-99 MIVRO

増田 朋寧 白-100 HATO☆SUN



⑥高校生B　参加者４６名 大田小・中前スタート

ゼッケン

青-No

ヤマダ ユウダイ山田 雄大 青-201 埼玉県立川越工業高等学校

オオタ リュウキ太田 龍希 青-202 埼玉県立川越工業高等学校

カワダ シンヤ川田 真也 青-203 埼玉県立川越工業高等学校

スズキ リク鈴木 陸 青-204 埼玉県立浦和工業高等学校

ノハラ ユウマ野原 佑馬 青-205 埼玉県立川越工業高等学校

ナブチ コウキ名渕 光希 青-206 Honda栃木 JET

クロサワ リョウタ黒澤 涼太 青-207

キノシタ リョウ木下 瞭 青-208 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

オオダテ カズキ大舘 和喜 青-209 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

サワノ ダイチ沢野 大地 青-210 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

タカキ シンイチロウ高木 伸一郎 青-211 東京都立八王子桑志高等学校 自転車競技部

イシヅカ タイスケ石塚 泰介 青-212 埼玉県立大宮工業高等学校

オノデラ ユウマ小野寺 優真 青-213 埼玉県立浦和工業高等学校

ニシザワ リョウ西沢 綾 青-214 11埼玉

ツカダ カズマ塚田 一真 青-215 埼玉県立大宮工業高等学校

オギノ タツキ荻野 樹 青-216 埼玉県立川越工業高等学校

コダイラ イツキ小平 樹 青-217

タナカ ミサキ田中 岬生 青-218 埼玉県立川越工業高等学校

ハギワラ カズキ萩原 一輝 青-219 前橋育英高校

イリエ タカシ入江 隆史 青-220 埼玉県立川越工業高等学校

サトウ タツキ佐藤 達輝 青-221 埼玉県立富士見高等学校

イケダ コウヘイ池田 耕平 青-222 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

イトウ フウト伊藤 風人 青-223 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

ノザキ セイジ野﨑 聖二 青-224

オオミヤ ユウスケ大宮 裕輔 青-225 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

アベ コウダイ阿部 航大 青-226 埼玉県立狭山工業高等学校　自転車同好会

スズキ ショウタ鈴木 翔太 青-227 埼玉県立川越工業高等学校

ハツヤマ ユウダイ初山 雄大 青-228 埼玉県立川越工業高等学校

カトウ ヒロト加藤 大翔 青-229 埼玉県立川越工業高等学校

アツタ ハルキ熱田 遥己 青-230 埼玉県立富士見高等学校

フザワ リョウ布沢 稜 青-231 埼玉県立富士見高等学校

イナバ ヒロト稲葉 博斗 青-232

サトウ ワタル佐藤 渉 青-233

フジタ ゲン藤田 弦 青-234

ミヤタ リョウヘイ宮田 陵平 青-235 立教新座中学校・高等学校

フクダ セレン福田 世蓮 青-236 埼玉県立大宮工業高等学校

ドイ ソウタ土井 颯太 青-237 叡明高等学校

ツジノ タツキ辻野 竜輝 青-238 叡明高等学校

ネギシ ユウキチ根岸 佑吉 青-239 立教新座高等学校

シマダ ショウマ島田　 翔馬 青-240 埼玉県立鳩山高等学校

ホシノ ショウタ星野 翔太 青-241

ニシムラ カズヒロ西村 和紘 青-242 埼玉県立大宮工業高等学校

トシミツ コウタ利光 宏太 青-243 立教新座中学校・高等学校

タテイシ マサキ立石 雅輝 青-244 叡明高等学校

タケザワ タカハル竹澤 崇玄 青-245 埼玉県立浦和北高等学校

ニシヤマ ユウキ西山 悠生 青-246 立教新座中学校･高等学校
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⑦マスターズ　参加者９０名 大田小・中前スタート

ゼッケン

黄-No

木部 貞利 黄-301 K-ing URT

岩田 全弘 黄-302 セマスレーシング新松戸

斉藤 しげる 黄-303 メイドさん学科自転車部

小林 文弥 黄-304 ブリヂストン  サイクリング部 東京小平

齋藤 邦彦 黄-305 シクロクラブ

伊井 賢一 黄-306 みさかレーシング

濱野 貞義 黄-307 大福屋

松本 謙 黄-308 レザンヤマナシサイクリングクラブ

大谷 諭司 黄-309 チバポンズ

大浜 雅宏 黄-310 彩北ツブラーゼ

和田 健二 黄-311 シャークアイランド

高遠 勝彦 黄-312 SMBros

羽深 信之 黄-313 シクロクラブ

木村 博志 黄-314 彩北ツブラーゼ

道山 馨 黄-315 alphawk

狩谷 源一郎 黄-316

伴 肇 黄-317 NEW!RACING

吉田 勝彦 黄-318 彩北ツブラーゼ

町田 純一 黄-319 ＡＬＴＯＰＩＡＮＯ

石川 護 黄-320 サイクルクラブ3UP

酒井 宏幸 黄-321 HARP.RC

松村 悟 黄-322 パインヒルズ'90

松崎 幸司 黄-323 ALTOPINO

坂藤 高 黄-324 大福屋

市川 俊哉 黄-325 シャークアイランド

志村 尚彦 黄-326

大島 達也 黄-327 atelier FLEUVE Racing

横沢 孝征 黄-328 ALPHAWK

吉岡 英範 黄-329 みさかレーシング

海老沼 雄二 黄-330 上毛レーシング

山倉 幹丈 黄-331 AQULS内房レーシング

小高 俊明 黄-332 オダカ接骨院

久留宮 智仁 黄-333

向原 千文 黄-334 THN

富永 喜敏 黄-335 TEAM 輪持久業

井口 正晴 黄-336

荒木 太 黄-337 Team ARI

小野 忠 黄-338 パインヒルズ’90

元吉 剰人 黄-339

平山 英美 黄-340 レザン山梨CC

平沢 道康 黄-341

伴 紀夫 黄-342 かねこれーしんぐ

合田 大介 黄-343 TEAM HATO☆SUN

小林 啓次 黄-344 かねこれーしんぐ

小島 卓也 黄-345 サイクルクラブ３ＵＰ

斎藤 孝一 黄-346

木口 勝海 黄-347 Team ARI

島田 真治 黄-348 川口市自転車競技連盟

中野 孔生 黄-349 チームクロチェリスタ

神子島 隆 黄-350

勝俣 衛 黄-351 月島テクノメンテサービス　

新井 正 黄-352

庄山 均 黄-353

古仲 学 黄-354 チーム・Y
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若林 良知 黄-355 PEDAL NATION

小柳 晋一 黄-356 チームCWS

三日尻 智 黄-357

古川 智 黄-358 みさかレーシング

内田 潤 黄-359 大福屋

景山 一彦 黄-360 Team TACKE

榎戸 勝 黄-361 クロチェリスタ

森 慶一郎 黄-362 レザン サイクリング クラブ

上内 健一 黄-363 ニコンレーシング

関口　 渉 黄-364 かねこれーしんぐ

不動 良弘 黄-365

瀬田 昌彦 黄-366 シャークアイランド

太田 真 黄-367 CWS 吉祥寺

山内 有二 黄-368 上総富士

松本 尚人 黄-369 OKe-river

上田 敬 黄-370

猿田 知伸 黄-371 TEAM.Y 彩湖

福井 久紀 黄-372 TEAM Y 彩湖

泉 裕友 黄-373 ヤマダレーシング

岩田 欣久 黄-374 みさかレーシング

荒川 正伸 黄-375 チーム・Y

村上 晋一 黄-376 オーベスト

辻　 博人 黄-377 多摩ポタ

三宮 尚志 黄-378 TEAM YOUCAN

山口 宜昭 黄-379 ヤマダレーシング

野澤 広司 黄-380

蓮沼 勝 黄-381 なし

望月 昇 黄-382 シクロクラブ

村上 寛 黄-383 パインヒルズ90

山本 誠 黄-384 ZELKOVA RC

戸田 武史 黄-385 blanche

中島 俊之 黄-386 千葉道場

大内 直浩 黄-387 ヤマダレーシング

脇田 英樹 黄-388

神田 康文 黄-389 ＴＥＡＭ　輪持久業

野田 方和 黄-390



⑧女子　参加者２９名 大田小・中前スタート

ゼッケン

赤-No

ムラマツ サナエ村松 早苗 赤-1 かねこれーしんぐ

サイトウ ハルナ斉藤 春菜 赤-2

ヤマウチ クミコ山内 久美子 赤-3

スギウラ ユキコ杉浦 友季子 赤-4 WESTY C.P.

マツハシ カオリ松橋 香 赤-5 輪千レーシングチーム

クリタ ユウナ栗田 由菜 赤-6

フキノ エミコ蕗野 恵美子 赤-7 TEAMYSROAD

イシイ ミユキ石井 みゆき 赤-8 かねこれーしんぐ

カンチカ ユウナ菅近 優菜 赤-9

ニシムラ ミカ西村 美夏 赤-10

サイトウ ヒロコ齋藤 弘子 赤-11 シクロクラブ

アライ ミナ新井 美菜 赤-12 埼玉県立川越工業高等学校

ワタヌキ ミチホ綿貫 通穂 赤-13 みさかレーシング

カワナベ ユミコ河鍋 優美子 赤-14 多摩ポタ

ナカガワ ユリ中川 由理 赤-15 埼玉県立川越工業高等学校

サカタ モネ坂田 萌音 赤-16 埼玉県立浦和北高校

タカハシ スイカ高橋 吹歌 赤-17 筑波大学附属坂戸高等学校

ホリグチ ユウミ堀口 結生 赤-18 栄北高等学校

シンカワ アキコ新川 明子 赤-19 ブラウブリッツェン

タジマ ヨウコ田島 洋子 赤-20 シャークアイランド

イシイ ミエ石井 美絵 赤-21 AQULS内房レーシング

フジタ マリア藤田 まりあ 赤-22 埼玉県立浦和工業高校

ワタベ カスガ渡部 春雅 赤-23 GIANT港北Liv

ハシモト マユミ橋本 真弓 赤-24 team SHIDO

イシザカ コトミ石坂 琴美 赤-25 首都大学東京

タノウエ モモコ田上 萌々子 赤-26 筑波大学附属坂戸高等学校

ヤタ スズ矢田 寿々 赤-27 SM　Sis

イトウ チヒロ伊藤 千紘 赤-28 Ready Go JAPAN

ホソヤ　ユメナ細谷　夢菜 赤-29 埼玉県立浦和工業高校

第６４回　秩父宮杯自転車道路競走大会　

エントリー・リスト

選手名 チーム名 時間分秒

個人

順位



⑨中学生　参加者１１名 大田小・中前スタート

ゼッケン

赤-No

茂呂 佳名人 赤-51 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

岩田 惇希 赤-52 江戸川学園取手中学校

外園 晋之介 赤-53 川口市自転車競技連盟

渡辺 凪 赤-54 フリーダム

塩浦 駿汰 赤-55 青梅市立第七中学 WACHIレーシングチーム

菊地 航大 赤-56 立教新座中学校・高等学校サイクル部

木原 泰睦 赤-57 立教新座中学校・高等学校

市川 隆太 赤-58 １１埼玉（立教新座中学校）

高橋 柊吾 赤-59 立教新座中学校

小池 光都 赤-60 立教新座中学校

島田　颯稀 赤-61

第６４回　秩父宮杯自転車道路競走大会　

エントリー・リスト

選手名 チーム名 時間分秒

個人

順位
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