
第12回　Mt.富士ヒルクライム下山パトロール隊メンバー一覧
（アイウエオ順）

ｾﾞｯｹﾝ 氏名 カナ チーム名 都道府県
4033 会田　幸勝 ｱｲﾀ ﾕｷｶﾂ 埼玉県
4334 浅島　和稔 ｱｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄｼ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県
4175 芦沢　優 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ Ｆｏｒｚｉ：ｋ　東京 東京都
6074 麻生　速人 ｱｿｳ ﾊﾔﾄ 明星大学 東京都
4004 飯田　益也 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾔ 愛知県
3293 池岸　幸伸 ｲｹｷﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ ＧＴＣ 山梨県
4250 礒邉　憲吾 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｺﾞ セトキン 東京都
4387 井田　光俊 ｲﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ ２７Ｔ 静岡県

11 板子　佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ Life Ride 兵庫県
3302 市川　聡 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県
4096 市川　淳 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県
5283 出井　克幸 ｲﾃﾞｲ ｶﾂﾕｷ ＫＭ　ＣＹＣＬＥ　ＩＢＥＸ 神奈川県
4135 伊藤　剛 ｲﾄｳ ｺﾞｳ 京都府
5179 伊藤　隆晃 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ チガロード 神奈川県
3495 伊東　英之 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ にゃんこてーる 静岡県
4137 伊東　良 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知県
3064 井上　崇 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ ＬＣモンテラック 神奈川県
3353 井上　雅洋 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 湘南レーシング 神奈川県
3534 井口　耕二 ｲﾉｸﾁ ｺｳｼﾞ 東京都
3046 今井　佑誠 ｲﾏｲ ﾕｳｾｲ ぐんま調剤薬局 群馬県
4029 今泉　洋 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ チームセパレイトブルー 東京都
5062 今田　雄一 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ほっこりローディーズ東京 東京都
3151 岩井　広充 ｲﾜｲ ﾋﾛﾐﾂ 東京都
5347 上田　健一朗 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県
5004 臼井　辰徳 ｳｽｲ ﾀﾂﾉﾘ 栃木県
3235 馬野　寛士 ｳﾏﾉ ﾋﾛｼ コマツ自転車部 神奈川県
3177 瓜生　克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ 茨城県
3544 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県
5071 海老原　裕利 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ ＭｉｘＤ－Ｌｉｖｅ 神奈川県
3259 大岩　将士 ｵｵｲﾜ ｼｮｳｼﾞ Ｆｏｒｚｉ：ｋ 愛知県
3033 大島　浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ Ｙ’ｓ　Ｒｏａｄ 千葉県
3083 太田　善栄 ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ 神奈川県
3233 太田　好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都
3120 大坪　孝 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶｼ ウィンドベルズ 神奈川県
3385 大西　一弘 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ ユーロ・ワークス 奈良県

26 大野　直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ DESTRA 神奈川県
5253 小川　和義 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ チームＫＡＮＥ８ 埼玉県
4430 小川　亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉県
3475 小澤　潤 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ＣＯＲＳＡ　ＹＡＭＡＮＡＳＨ 山梨県
3290 小澤　高嶺 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾈ ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ 神奈川県
4182 忍田　隆広 ｵｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ シナジー 東京都
5437 尾谷　洋 ｵﾀﾆ ﾋﾛｼ キクミミモータース 埼玉県
3505 小野　武士 ｵﾉ ﾀｹｼ ９００レーシング 大阪府
3127 小野　忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ パインヒルズ 埼玉県
4053 小野澤　学 ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ Ｔｅａｍ　Ｏ 長野県
6015 小原　賢介 ｵﾊﾗ ｹﾝｽｹ 三重県
6047 影山　巧 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ ＴｅａｍＳ．Ｓ．Ｒ 神奈川県
3548 加藤　高生 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県
3034 金光　仁 ｶﾈﾐﾂ ｼﾞﾝ 多摩ポタ 東京都
3071 鏑木　裕 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾕﾀｶ ＴＥＡＭ轍屋 神奈川県
6080 加部　貴裕 ｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 日本体育大学スケート部 神奈川県
3491 河北　英明 ｶﾜｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都
4221 川口　千晴 ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ とれらば！ 栃木県
3277 河野　穣 ｶﾜﾉ ﾐﾉﾘ ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｙ 神奈川県
4142 岸　昭浩 ｷｼ ｱｷﾋﾛ ねこライダーズ 神奈川県
3426 北川　一之 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 新横アスリーツ 神奈川県
5031 北野　健治 ｷﾀﾉ ｹﾝｼﾞ Ｔｅａｍ　Ｓａｋａｔａｎｉ 大阪府
5127 木村　武弘 ｷﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 東京都
3439 工藤　学 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 磐田消防 静岡県
6082 小池　健太 ｺｲｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学スケート部 神奈川県
3468 河野　章 ｺｳﾉ ｱｷﾗ ＣＭＭ 山梨県
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3368 河野　元治 ｺｳﾉ ﾓﾄﾊﾙ Ｓｐｌａｓｈ 群馬県
3501 國保　克司 ｺｸﾎﾞ ｶﾂｼ ザ・ブレーカーズ 三重県
3196 児玉　淳治 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＬｅＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ 神奈川県
3159 小玉　喜照 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾃﾙ 埼玉県
4252 小林　健輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ Ｃｈａｒｉ２．０ 東京都
3089 小林　眞太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県
5325 小林　宏伸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 京セラＫＫＴＣ 神奈川県
3550 近藤　良夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ ＬＥＧＯＮ 群馬県
3178 紺野　衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ ＤＯＫＹＵ　ＲＣ 東京都
4059 齋藤　有弘 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ＬＣモンテラック 千葉県
3413 斉藤　崇典 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ ＢＬＡＺＥ 長野県
4190 才野　篤 ｻｲﾉ ｱﾂｼ ＭｅｇａＨｉｐｓ 滋賀県
3372 酒井　智明 ｻｶｲ ﾁｱｷ ＫＭｃｙｃｌｅＩＢＥＸ 神奈川県
6081 酒井　宏人 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 日本体育大学スケート部 神奈川県
3391 佐川　友樹 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 滋賀県
4024 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ チーム群電 群馬県
3135 佐藤　朋広 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東京都
3007 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ サイクルフリーダム 埼玉県
4538 佐藤　博幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＥＱＵＩＰＥ３００ 静岡県
4006 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 湘南レーシングチーム 神奈川県
3404 佐野　信章 ｻﾉ ﾉﾌﾞｱｷ 豆サイ 神奈川県
4448 佐野　竜次 ｻﾉ ﾘｭｳｼﾞ スポーツキッドｍｃｎ 東京都
4141 澤川　伸雄 ｻﾜｶﾜ ﾉﾌﾞｵ ピアチェーレヤマ 東京都
6087 澤邊　憲紀 ｻﾜﾍﾞ ｶｽﾞｷ 日本体育大学スケート部 神奈川県
4233 篠田　康尊 ｼﾉﾀﾞ ﾔｽﾀｶ チーム平松木型 愛知県
5068 渋谷　慎之 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘﾕｷ 正太郎レーシング 神奈川県
3020 島野　諭 ｼﾏﾉ ｻﾄｼ 埼玉県
3012 島村　陽太 ｼﾏﾑﾗ ﾖｳﾀ 東京都
4007 清水　光夫 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ スプリングウインド２３０ 山梨県
6085 下坂　和彦 ｼﾓｻｶ ｶｽﾞﾋｺ 日本体育大学スケート部 神奈川県
4122 肖　洋介 ｼｮｳ ﾖｳｽｹ ｊａｅｏｎ 群馬県
4154 庄野　樹 ｼｮｳﾉ ｲﾂｷ 小学館自転車部 東京都
3504 杉浦　正 ｽｷﾞｳﾗ 正 ＪＴＥＫＴ 愛知県
5458 杉山　征治 ｽｷﾞﾔﾏ ｾｲｼﾞ ＴＩＷ 神奈川県
3030 鈴木　真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都
3331 鈴木　義也 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾔ チーム鷹組サンコー自転車 三重県
4056 須藤　翔 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳ 高崎ナッカラーノレーシング 群馬県
4296 諏訪　正行 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ 埼玉県
6011 関野　直孝 ｾｷﾉ ﾅｵﾀｶ 関野工務店 埼玉県
4046 高澤　研介 ﾀｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ セマスレーシング 千葉県
3292 高槻　将文 ﾀｶﾂｷ ﾏｻﾌﾐ ロードバイク会 静岡県
3192 高橋　栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ ビワｏｎｅメテオ 滋賀県
3036 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 桜台レーシングチーム 静岡県

15 高橋　義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ チームＣＢ 神奈川県
4011 高畑　巡 ﾀｶﾊﾀ ﾒｸﾞﾙ 月花水穂 静岡県
3454 滝川　隆士 ﾀｷｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ チームスパイクジャパン 山梨県

20 武田　祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 天童市役所 山形県
4290 田沢　耕二 ﾀｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ ＥＲＴＡ 東京都
4204 田中　啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ チーム天ヶ瀬 東京都
3128 田中　敏樹 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ ＢＥＸ　ＩＳＯＹＡ 神奈川県
3359 田中　寿洋 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ ＴｅａｍＴＯＲ 東京都
3358 田中　宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ チームＲ＆Ｄ 群馬県
3109 田平　岳史 ﾀﾋﾗ ﾀｹｼ ワンダーサイクリングＯＢ会 東京都
4068 角井　将人 ﾂﾉｲ ﾏｻﾄ 神奈川県
6086 寺町　巧 ﾃﾗﾏﾁ ﾀｸﾐ 日本体育大学スケート部 神奈川県
3241 戸田　研吾 ﾄﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 山梨県
3087 鳥飼　建太郎 ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ アバンギャルド和歌山 和歌山県
3058 永井　由友 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾄﾓ ＢＬＡＺＥ 長野県
4097 永石　哲郎 ﾅｶﾞｲｼ ﾃﾂﾛｳ オプティマス 神奈川県
5066 長久保　修 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｵｻﾑ Ｊａｄｅｌａｐａ 神奈川県
4339 中澤　誠 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 山梨県
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3535 中島　隆行 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ ＴＥＡＭ　輪猿ＰＴ 静岡県
4475 永田　久雄 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｵ チーム・フォルツァ！ 茨城県
3369 中地　義一 ﾅｶﾁ ﾖｼｶｽﾞ ＢＩＫＥ　ＴＯＷＮ 神奈川県
4288 中津山　淳 ﾅｶﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大阪ヒルクライム同好会 大阪府
5093 中戸川　ふとし ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾌﾄｼ 千葉県
3206 長嶺　毅 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｹｼ 東京都
3182 中村　泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ チーム・コバリン 山梨県

29 中村　龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ チーム・コバリン 千葉県
3183 中村　良平 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ チーム・コバリン 山梨県
3031 中山　洋一 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ 東京都
5405 南地　強 ﾅﾝﾁ ﾂﾖｼ ジオ蕎麦そう 静岡県
3268 新居　志信 ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ チームＷａｖｅ 岡山県
3485 西　孝祐 ﾆｼ ｺｳｽｹ ＭＵＵＲ　ｚｅｒｏ 奈良県
3490 西田　和史 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 横河電機 東京都
4166 西山　永司 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ Ｓ．Ｌ．Ｃ． 新潟県
4083 西山　琢馬 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ 神奈川県
3061 野口　泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ ノッタサイクル 東京都

19 野口　悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ノッタサイクル 東京都
5257 野澤　徹也 ﾉｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 山梨県
4149 萩庭　冬彦 ﾊｷﾞﾆﾜ ﾌﾕﾋｺ 東京都
4121 橋口　聖一 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 東京都
4199 長谷川　英樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ ＡｗａＲ’Ｓ 神奈川県
3515 服部　森彦 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ CORSA YAMANASHI 山梨県
3167 浜崎　将行 ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾕｷ ｈｏｔｓｔａｆｆ 東京都
5309 林　久人 ﾊﾔｼ ﾋｻﾄ 東京都
3346 東　智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都
3013 樋口　泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 豆サイ、ちばサイクル 神奈川県
5094 樋口　幸浩 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ グループホームとねがわ 茨城県
3112 平野　雄一 ﾋﾗﾉ ﾕｳｲﾁ ふぉあぐら 愛知県
3055 福田　健太 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ フクフクサイクリング 埼玉県
3351 藤井　一久 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 埼玉県
3323 藤倉　レオン ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｵﾝ 皆川タイル 新潟県

43 藤田　晃三 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ ブリヂストンサイクル 埼玉県
4050 藤本　和也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ミズノサイクル部 大阪府
4191 藤本　裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ 神奈川県
3291 古屋　剛太 ﾌﾙﾔ ｺｳﾀ 東京都
4039 前川　善昭 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ チーム輪猿・ＰＴ 栃木県
6020 前田　昭二 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ ＬＣモンテラック 東京都
3185 前田　尚男 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ チーム・コバリン 山梨県
4249 前場　俊文 ﾏｴﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ ＴＥＡＭ城山 神奈川県
3117 増田　謙一 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ パインヒルズ５４ 東京都
2049 松井　友汰 ﾏﾂｲ ﾕｳﾀ 日本体育大学スケート部 神奈川県
4531 松岡　孝明 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｱｷ チームハローちゃりんこ部 神奈川県
3032 松崎　稔 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾉﾙ Ｓｉｌｖｅｒ　Ｌｉｎｉｎｇ 東京都
6084 松田　知記 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ 日本体育大学スケート部 神奈川県
3502 丸山　純平 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県
3422 三澤　義明フィリップ ﾐｻﾜ ﾖｼｱｷﾌｨﾘｯﾌﾟ Ｍｉｘ　Ｄ－Ｌｉｖｅ 東京都
3217 水野　恭志 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽｼ ニコンレーシング 埼玉県
4282 皆川　孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 皆川タイル 新潟県

40 南島　康一 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 東京都
4499 箕輪　誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県

16 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ＬＣモンテラック 福島県
3256 元吉　剰人 ﾓﾄﾖｼ ﾉﾘﾋﾄ 走組 山梨県
4368 森　一晃 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ ひがたまオヤジ 東京都
2016 森川　太壱 ﾓﾘｶﾜ ﾀｲﾁ 山梨学院大学 山梨県
5045 森田　隆太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都
6083 森本　拓也 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾔ 日本体育大学スケート部 神奈川県
4077 守谷　和俊 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾄｼ 東京都
4107 安永　豊 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕﾀｶ 東京都
4409 安原　清光 ﾔｽﾊﾗ ｷﾖﾐﾂ 群馬県
3309 山内　譲太 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｮｳﾀ ＴＥＡＭ　光 愛知県
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ｾﾞｯｹﾝ 氏名 カナ チーム名 都道府県
4441 山口　聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ セマスレーシング 千葉県
6004 山口　佳孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ Ｏ．Ｈ．Ｃ 大阪府
3497 山崎　一高 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾀｶ ＤＬＳＴＡＣ 東京都
5230 山崎　伸司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｼ ノスモーキンス 栃木県
4229 山田　聡敦 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川県
3506 山田　誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ ＧＴＣ　ＦＲＯＭ－Ｍ 山梨県
3168 山名　英明 ﾔﾏﾅ ﾋﾃﾞｱｷ ルカリ 千葉県
4218 山本　敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 湘南浪漫 神奈川県
4242 山本　剛 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ 神奈川県
3171 横山　敦史 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ バーニア 神奈川県
3038 吉田　勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 山下ゴム　猫達磨 埼玉県
3305 吉田　徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ １００Ｍｉｌｅｓ 埼玉県
3370 吉田　将宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ チーム・コモア 神奈川県
4105 葭野　真也 ﾖｼﾉ ｼﾝﾔ 東京都
3236 渡邉　辰郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾛｳ 豆サイ 神奈川県
4081 渡辺　毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 東京都

18 渡邊　悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ＤＭＧＭＯＲＩ 三重県
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