
男子主催者選抜クラス　スタートリスト
ナンバー 氏名 氏名カナ 所属チーム

50004 ジョン・エブセン ｼﾞｮﾝ･ｴﾌﾞｾﾝ
50005 王　胤之 ﾜﾝ ｲﾝﾁｰ

101 星野　貴也 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ

102 板子　佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ

103 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ＳＥＫＩＹＡ

104 武田　祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 天童市役所

105 田村　篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ チームＲ＆Ｄ

106 森田　晃正 ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ 天狗党　津田工業（株）

107 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ＭＯＮＴ　ｅｔ　ＬＡＣ

108 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 六本木エクスプレス

109 松木　匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＭＩＶＲＯ

110 布留川　恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 天照

111 落合　明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ

112 岸本　崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ

113 久保　敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ ＳＩＭＩＺＵ　ＲＡＣＩＮＧ

114 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ 大泉愛輪会

115 安達　裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ

116 谷　東 ﾀﾆ ｱﾂﾞﾏ ＲＣＣ

117 尾鷲　猛 ｵﾜｼ ﾀｹｼ ＳＤＬ

118 浦上　康一 ｳﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ

119 宮城　嗣秀 ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ 天照ＣＳＴ

120 配嶋　俊平 ﾊｲｼﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ チームＣＢ

121 横田　慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ Ｃ－ＷＡＳＰアタリ前田

122 椿　健一 ﾂﾊﾞｷ ｹﾝｲﾁ

123 木内　崇文 ｷｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 山岳推進部

124 手塚　博文 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾌﾐ 蕎麦宗

125 大橋　正晴 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾊﾙ ＭＦｊａｐａｎ

126 鈴木　真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ

127 前田　篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

128 福本　元 ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ ＰＥＤＡＬＩＳＴ

129 土肥　桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ

130 早馬　涼介 ﾊﾔｳﾏ ﾘｮｳｽｹ

131 仙田　直行 ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ ．

132 永塩　実 ﾅｶﾞｼｵ ﾐﾉﾙ βエンドルフィン

133 小川　剛慶 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 天照（ＵＢＣ）

134 武末　真和 ﾀｹｽｴ ﾏｻｶｽﾞ

135 山本　昌孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 味の素株式会社

136 間宮　馨 ﾏﾐﾔ ｶｵﾙ

137 仁科　洋人 ﾆｼﾅ ﾋﾛﾄ

138 真島　隆志 ﾏｼﾞﾏ ﾀｶｼ ＶＶＶＦ　ＣＹＣＬＩＮＧ　ＴＥＡＭ

140 山本　哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 中央大学

141 渡邊　隆志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ

10001 森本　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ ＧＯＫＩＳＯ

10002 兼松　大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ ＴｅａｍＧｒｅｅｎＲｏａｄ

10003 大野　拓也 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ ＯＶＥＲＨＥＡＴ天照

10004 楠本　将平 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ もりさいくる

10005 嘉瀬　峻介 ｶｾ ｼｭﾝｽｹ ＬｉｎｋＴＨＯＨＯＫＵ

10006 濵野　巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ ＢＲＥＺＺＡ－ＫＡＭＩＨＡＧＩ

10007 宿谷　英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ ＢＥＡＲＢＥＬＬ

10008 清宮　洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 竹芝サイクルレーシング

10009 高橋　義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ チームＣＢ
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10010 岩島　啓太 ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ ＭＩＶＲＯ

10011 佐川　拓也 ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾔ あらかわＺｏｏＲａｃｉｎｇ

10012 狩野　敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 上毛レーシング

10013 福島　秀彰 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ

10014 大島　浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ グランペールサイクリングチーム

10015 坂口　裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ ｓｏｌｅｉｌ　ｄｅ　ｌｅｓｔ

10016 加賀谷　悟 ｶｶﾞﾔ ｻﾄﾙ ＳＨＯＷＡ．Ｒ．Ｆ

10017 井上　周 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ 天照筑波鳥人間

10018 小林　成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ

10019 高橋　良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

10020 長島　教之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 天照．ＣＳＴ＆矢板地域おこし

10021 山口　篤 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ

10022 高木　紀和 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 自在

10023 菅原　隆吾 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｺﾞ ハレル１８－３５Ｂ

10024 中川　真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ケッヘルＶＣスプートニク

10025 桂　正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ あらかわＺｏｏＲａｃｉｎｇ

10026 犬井　健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ ビワｏｎｅメテオ

10027 橋本　謙司 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

10028 谷古宇　俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 天照ＣＳＴ

10029 飯田　剛士 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｼ ＡＸＩＳ

10030 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

10031 大倉　壮 ｵｵｸﾗ ｿｳ ｔｅａｍＹＯＵＣＡＮ

10032 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ＺＷＣ

10033 牛尼　真冬 ｳｼｱﾏ ﾏﾌﾕ

10034 齊藤　雅仁 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 郡山サイクルフレンズ

10035 花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

10036 表原　武史 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ

10037 蛭田　智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 風魔横浜

10038 倉垣　龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ＭＩＶＲＯ

10039 山崎　博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

10040 椎橋　裕一朗 ｼｲﾊｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ

10041 松下　成章 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ ＭＩＶＲＯ

10042 田中　敏樹 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ ＢＥＸ　ＩＳＯＹＡ

10043 赤井　宏行 ｱｶｲ ﾋﾛﾕｷ

10044 タイサム　ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ ＭＩＶＲＯ

10045 岩川　将人 ｲﾜｶﾜ ﾏｻﾄ βエンドルフィン

10046 森榮　晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

10047 池田　隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ Ｔｅａｍ　　ＺＷＣ

10048 西村　育人 ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾄ －

10049 森　健太郎 ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ イプ練

10050 矢野　宣和 ﾔﾉ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 宇都宮自転車愛好会

10051 佐々木　遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ Ｔｅａｍ　ＧＯＣＨＩ

10052 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ ＳＨＯＷＡ．Ｒ．Ｆ

10053 鶴岡　慶太 ﾂﾙｵｶ ｹｲﾀ ＢＲＥＺＺＡ　カミハギ　＆　　ＭＰＣＣ

10054 米内　蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ ＴＥＡＭ　ＹＯＵ　ＣＡＮ

10055 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ＨＣＳ＆交通安全

10056 安田　拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ Ｔｅａｍ　Ｋｅｒｍｉｓ　Ｃｒｏｓｓ

10057 天野　凌 ｱﾏﾉ ﾘｮｳ 甲府工業高校

10059 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ＡＬＬ　ＯＵＴ　ｒｅｒｉｃ

10060 原田　将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ ＡＬＬ　ＯＵＴ　ｒｅｒｉｃ
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