
No. チーム名 氏名 カナ 年齢 都道府県

C-001 青木　和巳 ｱｵｷ ｶｽﾞﾐ 44 栃木県

C-002 森田　隆太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 41 東京都

C-003 沼田　和行 ﾇﾏﾀ ｶｽﾞﾕｷ 45 茨城県

C-004 高山　真澄 ﾀｶﾔﾏ ﾏｽﾐ 41 埼玉県

C-005 四十八願　勉 ﾖｲﾅﾗ ﾂﾄﾑ 49 栃木県

C-006 谷口　智之 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 46 栃木県

C-007 ＡＬＣ ＩＯＮＥ 渡部　誠二 ﾜﾀﾍﾞ ｾｲｼﾞ 44 埼玉県

C-008 ＡＬＣ ＩＯＮＥ 安齋　恵一 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｲﾁ 46 埼玉県

C-009 篠崎　健一 ｼﾉｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 43 茨城県

C-010 白川　忠文 ｼﾗｶﾜ ﾀﾀﾞﾌﾐ 42 福島県

C-011 小林　賢滋 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 46 東京都

C-012 中嶋　幸治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 47 群馬県

C-013 大秦野学園自転車部 阿部　国治 ｱﾍﾞ ｸﾆﾊﾙ 46 埼玉県

C-014 チームとの 渡邉　俊彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 43 栃木県

C-015 鳥井　嘉人 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋﾄ 45 東京都

C-016 佐藤　寿典 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 41 福島県

C-017 B.C.宇都宮 田上　建 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ 41 栃木県

C-018 ＨＳＨＫ 田辺　隆 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 48 千葉県

C-019 矢野　武 ﾔﾉ ﾀｹｼ 46 茨城県

C-020 小山　克也 ｵﾔﾏ ｶﾂﾔ 45 茨城県

C-021 植野　渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 42 栃木県

C-022 前川　善昭 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ 47 栃木県

C-023 粂川　義樹 ｸﾒｶﾜ ﾖｼｷ 47 栃木県

C-024 綱川　峡司 ﾂﾅｶﾜ ｷｮｳｼﾞ 49 栃木県

C-025 Divertire 小西　繁 ｺﾆｼ ｼｹﾞﾙ 46 栃木県

C-026 栃窪　聡 ﾄﾁｸﾎﾞ ｻﾄｼ 47 茨城県

C-027 鈴木　康夫 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 49 栃木県

C-028 柴田　卓政 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾏｻ 41 栃木県

C-029 0831 高橋　祐介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 42 埼玉県

C-030 半田　享 ﾊﾝﾀﾞ ｽｽﾑ 41 栃木県

C-031 猪野　宏幸 ｲﾉ ﾋﾛﾕｷ 41 栃木県

C-032 0831 蓮見　勉 ﾊｽﾐ ﾂﾄﾑ 46 埼玉県

C-033 郷間　一貴 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞﾀｶ 44 福島県

C-034 鏑木　利行 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾄｼﾕｷ 40 埼玉県

C-035 PREGO 和田　雅夫 ﾜﾀﾞ ﾏｻｵ 40 山形県

C-036 岩城　修也 ｲﾜｷ ｼｭｳﾔ 47 栃木県

C-037 伊藤　晋次 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 48 栃木県

C-038 篠田　誠二 ｼﾉﾀﾞ ｾｲｼﾞ 43 栃木県

C-039 荒井　厚寛 ｱﾗｲ ｱﾂﾋﾛ 40 栃木県

C-040 大平　明洋 ｵｵﾋﾗ ｱｷﾋﾛ 43 福島県

C-041 上樂　明也 ｼﾞｮｳﾗｸ ｱｷﾔ 41 茨城県

C-042 石井　章彦 ｲｼｲ ｱｷﾋｺ 40 福島県

C-043 大数加　光治 ｵｵｽｶ ｺｳｼﾞ 42 東京都



C-044 岸本　隆之 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 47 栃木県

C-045 高橋　直毅 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 41 栃木県

C-046 浅香　達彦 ｱｻｶ ﾀﾂﾋｺ 41 埼玉県

C-047 鵜沼　豊 ｳﾇﾏ ﾕﾀｶ 49 福島県

C-048 高橋　信博 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 47 宮城県

C-049 柿沢　英樹 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 47 神奈川県

C-050 上村　保 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾓﾂ 49 栃木県

C-051 髙橋　賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 45 東京都

C-052 TEAM Spokes 山﨑　洋一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ 44 栃木県

C-053 三本木　昭仁 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ 46 福島県

C-054 安部　真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 46 栃木県

C-055 NAMAZU 川嶌　和明 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 42 埼玉県

C-056 岡田　純明 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 49 埼玉県

C-057 TEAM Spokes 田中　邦彰 ﾀﾅｶ ｸﾆｱｷ 43 栃木県

C-058 須田　浩一 ｽﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 42 山形県

C-059 眞柄　雄樹 ﾏｶﾞﾗ ﾕｳｷ 46 埼玉県

C-060 山見　徹 ﾔﾏﾐ ﾄｵﾙ 43 埼玉県

C-061 TEAM Spokes 後藤　広一 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 49 栃木県

C-062 三富　匠 ﾐﾄﾐ ﾀｸﾐ 44 栃木県

C-063 新井　俊英 ｱﾗｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 47 宮城県

C-064 法師人　竜也 ﾎｳｼﾄ ﾀﾂﾔ 40 栃木県

C-065 柳澤　弘道 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾐﾁ 44 新潟県

C-066 不破　新一 ﾌﾜ ｼﾝｲﾁ 47 東京都

C-067 藤田　拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 44 栃木県

C-068 大房　伸行 ｵｵﾌｻ ﾉﾌﾞﾕｷ 45 栃木県

C-069 葛西　研一 ｶｻｲ ｹﾝｲﾁ 43 栃木県

C-070 山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 48 埼玉県

C-071 山本　光治 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾊﾙ 48 埼玉県

C-072 加藤　征樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 44 栃木県

C-073 - 小西　克彦 ｺﾆｼ ｶﾂﾋｺ 40 栃木県

C-074 安部　秀和 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 43 栃木県

C-075 高橋　恵一郎 ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 48 宮城県

C-076 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 46 東京都

C-077 廣瀬　友規 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾉﾘ 43 栃木県

C-078 樗沢　剛 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 44 東京都

C-079 大久保　潤一 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 42 埼玉県

C-080 吉村　知晃 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 47 東京都

C-081 依田　正 ﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 42 栃木県

C-082 NAMAZU 五月女　充宏 ｿｳﾄﾒ ﾐﾂﾋﾛ 44 栃木県

C-083 NAMAZU 高橋　敏康 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔｽ 47 栃木県

C-084 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 46 千葉県

C-085 高橋　雅一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 43 東京都

C-086 鈴木　史裕 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋﾛ 46 宮城県

C-087 ヤサイマシマシ 虎谷　伸一 ﾄﾗﾔ ｼﾝｲﾁ 40 東京都



C-088 木津　知致 ｷﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ 43 千葉県

C-089 大垣　広人 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾛﾄ 45 栃木県

C-090 中三川　正樹 ﾅｶﾐｶﾜ ﾏｻｷ 41 栃木県

C-091 衣川　修平 ｷﾇｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 46 福島県

C-092 渡辺　忍 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ 45 千葉県

C-093 中山　豊和 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾖｶｽﾞ 46 埼玉県

C-094 柴山　裕之 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 42 栃木県

C-095 中谷　大介 ﾅｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ 42 東京都

C-096 深沢　徹也 ﾌｶｻﾜ ﾃﾂﾔ 41 千葉県

C-097 内田　英之 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 49 栃木県

C-098 スズパワー ビールと焼き鳥加藤　英則 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 43 埼玉県

C-099 VIVA☆ZAPPEI 目黒　勝靖 ﾒｸﾞﾛ ｶﾂﾔｽ 45 神奈川県

C-100 水戸　祐一 ﾐﾄ ﾕｳｲﾁ 48 栃木県

C-101 矢島　義将 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾏｻ 47 埼玉県

C-102 スズパワー ビールと焼き鳥行田　成樹 ｺｳﾀﾞ ｼｹﾞｷ 45 埼玉県

C-103 VIVA☆ZAPPEI 松井　芳賢 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 41 神奈川県

C-104 古谷　隆之 ｺﾔ ﾀｶﾕｷ 46 栃木県

C-105 NAMAZU 出井　秀幸 ｲﾃﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 40 栃木県

C-106 丹野　虎士己 ﾀﾝﾉ ｺｵｷ 46 埼玉県

C-107 佐藤　満 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 40 福島県

C-108 VIVA☆ZAPPEI 井口　亮 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ 43 神奈川県

C-109 VIVA☆ZAPPEI 上野　真 ｳｴﾉ ｼﾝ 40 東京都

C-110 VIVA☆ZAPPEI 土屋　光城 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｼﾛ 46 神奈川県

C-111 一沢　将行 ｲﾁｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 45 埼玉県

C-112 剱持　裕輔 ｹﾝﾓﾂ ﾕｳｽｹ 43 神奈川県

C-113 生田目　恵 ﾅﾏﾀﾒ ｹｲ 42 栃木県

C-114 高橋　貴幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 40 三重県

C-115 岩崎　和志 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｼ 49 栃木県

C-116 柳川　浩之 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 47 福島県

C-117 佐藤　俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 49 福島県

C-118 若松　秀幸 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 45 千葉県

C-119 武田　英樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 45 千葉県

C-120 VIVA☆ZAPPEI 西部　俊宏 ﾆｼﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 41 千葉県

C-121 河野　樹夫 ｶﾜﾉ ﾀﾂｵ 43 神奈川県

C-122 堀田　信 ﾎｯﾀ ｼﾝ 43 神奈川県

C-123 大貫　俊明 ｵｵﾇｷ ﾄｼｱｷ 45 栃木県

C-124 飯塚　英彦 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 49 栃木県

C-125 森雪　拓 ﾓﾘﾕｷ ﾀｸ 45 千葉県

C-126 小菅　勉 ｺｽｹﾞ ﾂﾄﾑ 45 栃木県

C-127 大津　朗 ｵｵﾂ ｱｷﾗ 45 茨城県

C-128 門田　剛 ｶﾄﾞﾀ ﾂﾖｼ 48 埼玉県

C-129 吉村　和士 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞｼ 45 埼玉県

C-130 高橋　和政 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏｻ 41 埼玉県

C-131 宮本　健志 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 41 栃木県



C-132 高橋　真基 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 44 岩手県

C-133 磯山　広志 ｲｿﾔﾏ ﾋﾛｼ 44 栃木県

C-134 太田　篤 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 45 宮城県

C-135 池田　和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 49 茨城県

C-136 野口　勇一 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 46 栃木県

C-137 水柿　昌彦 ﾐｽﾞｶｷ ﾏｻﾋｺ 49 茨城県

C-138 佐藤　学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 44 千葉県

C-139 田山　麗 ﾀﾔﾏ ﾚｲ 43 宮城県

C-140 鈴木　貴洋 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 41 栃木県

C-141 斉藤　善久 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 46 栃木県

C-142 本宮　道成 ﾓﾄﾐﾔ ﾐﾁﾅﾘ 49 千葉県

C-143 小林　浩二 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 48 栃木県

C-144 Тｅａｍ９０８ 仲村　裕二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 43 茨城県

C-145 平澤　康行 ﾋﾗｻﾜ ﾔｽﾕｷ 48 栃木県

C-146 春日　達也 ｶｽｶﾞ ﾀﾂﾔ 46 埼玉県

C-147 木下　能伸 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 41 茨城県

C-148 赤川　耐 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｲ 46 茨城県

C-149 大塚　守 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ 42 茨城県

C-150 伊藤　博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 43 東京都

C-151 森本　修 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ 47 栃木県

C-152 小野﨑　晋太郎 ｵﾉｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 44 千葉県

C-153 TEAM Spokes 小森　英伺 ｺﾓﾘ ｴｲｼﾞ 46 栃木県

C-154 大木　勝敏 ｵｵｷ ｶﾂﾄｼ 42 千葉県

C-155 小早川　淳 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｷﾖｼ 45 茨城県

C-156 堀木　辰欣 ﾎﾘｷ ﾀﾂﾖｼ 41 茨城県

C-157 田邉　健 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 44 栃木県

C-158 川又　永治 ｶﾜﾏﾀ ｴｲｼﾞ 45 栃木県

C-159 地挽　孝幸 ｼﾞﾋﾞｷ ﾀｶﾕｷ 47 千葉県

C-160 印浪　裕之 ｲﾝﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ 40 栃木県

C-161 寺山　久 ﾃﾗﾔﾏ ﾋｻｼ 45 茨城県

C-162 末吉　恒男 ｽｴﾖｼ ﾂﾈｵ 45 栃木県

C-163 CERASUS 樫村　敦雄 ｶｼﾑﾗ ｱﾂｵ 48 茨城県

C-164 CERASUS 根本　一己 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 42 茨城県

C-165 今村　文博 ｲﾏﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ 47 栃木県

C-166 高幡　順二 ﾀｶﾊﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 41 神奈川県

C-167 大木　満 ｵｵｷ ﾐﾂﾙ 48 群馬県

C-168 松本　一彦 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 46 栃木県

C-169 虎岩　知志 ﾄﾗｲﾜ ｻﾄｼ 44 宮城県

C-170 稲葉　康元 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾓﾄ 42 埼玉県

C-171 平野　幸輝 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾃﾙ 46 茨城県

C-172 古関　直樹 ｺｾｷ ﾅｵｷ 45 群馬県

C-173 星　操 ﾎｼ ﾐｻｵ 44 埼玉県

C-174 ひまーず 関田　充 ｾｷﾀ ﾐﾂﾙ 47 栃木県

C-175 石毛　和也 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 46 茨城県



C-176 ひまーず 小林　昌明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 46 群馬県

C-177 玉本　洋 ﾀﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 49 群馬県

C-178 高波　弘一 ﾀｶﾅﾐ ｺｳｲﾁ 47 福島県

C-179 山口　修一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 46 埼玉県

C-180 大内　康雄 ｵｵｳﾁ ﾔｽｵ 43 埼玉県

C-181 塚田　紀行 ﾂｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 48 栃木県

C-182 川島　昭宏 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾋﾛ 43 栃木県

C-183 ひまーず 伴場　照夫 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾃﾙｵ 41 東京都

C-184 岡本　健 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 44 東京都

C-185 チーム　ニルス 松崎　広一 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 47 茨城県

C-186 鴨志田　操 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐｻｵ 43 埼玉県

C-187 髙橋　紀之 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ 46 群馬県

C-188 チームWADA 吉本　雄一 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 40 千葉県

C-189 TEAM SALUTE 川越 小鹿野　健一 ｵｶﾞﾉ ｹﾝｲﾁ 40 埼玉県

C-190 平城　孝高 ﾋﾗｷ ﾖｼﾀｶ 49 埼玉県

C-191 荻原　広志 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 46 群馬県

C-192 蒔田　要 ﾏｷﾀ ｶﾅﾒ 44 埼玉県

C-193 磯部　裕二 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 45 埼玉県

C-194 前野　秀明 ﾏｴﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 43 栃木県

C-195 福島　明 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾗ 41 埼玉県

C-196 トコサイ 中　勝 ﾅｶ ﾏｻﾙ 48 埼玉県

C-197 三戸　隆志 ｻﾝﾉﾍ ﾀｶｼ 41 千葉県

C-198 石戸　充也 ｲｼﾄﾞ ﾐﾂﾔ 47 千葉県

C-199 伊藤　聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 48 茨城県

C-200 横矢　敦司 ﾖｺﾔ ｱﾂｼ 47 千葉県

C-201 大山　直人 ｵｵﾔﾏ ﾅｵﾄ 48 埼玉県

C-202 βエンドルフィン 高柳　伸也 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼﾝﾔ 45 群馬県

C-203 大久保　富央 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾐｵ 40 千葉県

C-204 佐藤　大 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 47 栃木県

C-205 菅野　茂樹 ｶﾝﾉ ｼｹﾞｷ 45 東京都

C-206 藁谷　昇 ﾜﾗｶﾞｲ ﾉﾎﾞﾙ 45 福島県

C-207 今井　孝治 ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ 41 茨城県

C-208 中野　貴信 ﾅｶﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 40 茨城県

C-209 長山　晃 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 49 茨城県

C-210 相田　幸宏 ｱｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 46 栃木県


