
NO. 氏名 フリガナ チーム・クラブ名
1 杉山　敏雄 スギヤマ トシオ
2 秋山　千治 アキヤマ　チハル
3 秋山　健二 アキヤマ ケンジ
4 小野　良介 オノ リョウスケ
5 戸辺　徹 トベ　トオル
6 安食　直明 アジキ　ナオアキ Pedalist
7 中島　佑介 ナカジマ ユウスケ
8 南側　洋司 ミナミガワ　ヨウジ Route*Route
9 田辺　憲一 タナベ　ケンイチ Route*Route

10 高田　昭 タカダ アキラ ゆるライド
11 澤田　健 サワダ ケン AlterLocKサテライツ
12 内海　悦幸 ウツミ　ノブユキ
13 村井　孝司 ムライ タカシ イエローインパルス
14 藤條　尭之 トウジョウ　タカユキ 多摩市議会自転車部
15 堀内　大祥 ホリウチ　ヒロヤス Route*Route
16 原　みゆき ハラ　ミユキ
17 岩船　仁志 イワフネ ヒトシ シクロクラブ
18 田中　淳一 タナカ ジュンイチ Route*Route
19 清田　雄介 キヨタ　ユウスケ
20 梶　弘幸 カジ　ヒロユキ FGCP御殿場シクロクラブ
21 安齋　洸也 アンザイ　コウヤ Route*Route
22 池田　文浩 イケダ　フミヒロ
23 玉置　和也 タマオキ　カズヤ nm7 Racing
24 市川　尚伸 イチカワ タカノブ 丹那みるくぼーいず
25 臼田　洋 ウスダ　ヒロシ
26 島田　佳祐 シマダ ケイスケ
27 佐野　望 サノ　ノゾム エルドラード東北
28 佐野　太陽 サノ タイヨウ エルドラード東北
29 大岩　央弥 オオイワ　ヒサヤ
30 早福　佳乃子 ソウフク　カノコ FORCE
31 早福　寿史 ソウフク スズシ ゆるライド
32 中野　雄一 ナカノ ユウイチ オッティモ
33 木暮　俊文 コグレ　トシフミ
34 大木　信宏 オオキ　ノブヒロ フルスクワット
35 佐藤　雅祥 サトウ　マサヨシ ない
36 野口　和男 ノグチ　カズオ ザク
37 水口　卓哉 ミズグチ　タクヤ mizztech21
38 山下　努 ヤマシタ　ツトム
39 上羽　輝明 ウエバ　テルアキ
40 堀田　信 ホッタ　シン NAMIBIA PROJECT
41 荒井　渉 アライ ワタル のんびりレーシング
42 豊田　みずほ トヨタ　ミズホ のんびりレーシング
43 村上　祐二 ムラカミ　ユウジ
44 中田　修 ナカダ　オサム
45 島田　紀代佳 シマダ　キヨカ
46 河井　克訓 カワイ　カツノリ 藤枝娯楽サイクリング倶楽部
47 岡田　紀彦 オカダ ノリヒコ minzuubike
48 木内　麻記子 キウチ マキコ チームコザ
49 木内　透 キウチ トオル チームコザ
50 三澤　孝也 ミサワ タカヤ



NO. 氏名 フリガナ チーム・クラブ名
51 竹内　一晴 タケウチ　カズハル
52 山下　幸宏 ヤマシタ ユキヒロ 富士山裾野自転車倶楽部
53 飯田　将史 イイダ　マサフミ
54 増田　知朗 マスダ　トモアキ チームソボビッチ
55 眞壁　裕 マカベ ユウ
56 本多　真 ホンダ　マコト 茶まる
57 笹川　さつき ササガワ　サツキ
58 赤見　昌彦 アカミ　マサヒコ 茶まる
59 久保　裕太郎 クボ　ユウタロウ
60 北川　智幸 キタガワ　トモユキ
61 山本　克己 ヤマモト カツミ チーム イチイチゼロハチ
62 佐藤　智弥 サトウ トモヤ JPO
63 小杉　智 コスギ サトシ チームオルターロック
64 泉　三男 イズミ ミツオ di LAVORANTE
65 川崎　俊雄 カワサキ トシオ C.C.YOU
66 家辺　信太郎 ヤベ　シンタロウ
67 居駒　周 イコマ　シュウ
68 斉藤　玄 サイトウ　ゲン Ｅ－ＷＯＲＫＳ＠ＰＩＮＫＹ
69 菅野　茂樹 カンノ シゲキ
70 松本　圭 マツモト　ケイ MaruGi Club
71 社本　正二 シャモト　ショウジ
72 佐藤　真一 サトウ　シンイチ
73 田中　博紀 タナカ　ヒロノリ チームミガック
74 小林　睦子 コバヤシ ムツコ チームミガック
75 木村　保 キムラ タモツ
76 渡部　潤治 ワタナベ　ジュンジ
77 西山　伊吹 ニシヤマ　イブキ
78 横井　将樹 ヨコイ　マサキ
79 長田　貴彦 オサダ　キミヒコ
80 五十嵐　淳 イガラシ アツシ
81 高村　拓也 タカムラ　タクヤ E-works@PINKY
82 佐野　梓 サノ　アズサ
83 只野　龍吾 タダノ　リュウゴ
84 山崎　秀人 ヤマザキ　ヒデト team joy
85 八重尾　祐輔 ヤエオ　ユウスケ
86 佐藤　宏 サトウ　ヒロシ
87 重田　清行 シゲタ キヨユキ
88 大石　哲也 オオイシ テツヤ
89 吉原　直志 ヨシハラ　タダシ
90 後藤　淳 ゴトウ　アツシ
91 佐々木 亮 ササキ リョウ
92 青井 慎吾 アオイ シンゴ
93 佐野 智昌 サノ チアキ ぽっチャリ倶楽部


