
No. チーム名 氏名 カナ 年齢 都道府県

D-001 小森　雄二 ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 60 栃木県

D-002 小池　誠 ｺｲｹ ﾏｺﾄ 52 栃木県

D-003 服部　隆志 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ 51 栃木県

D-004 五十嵐　英明 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞｱｷ 64 東京都

D-005 秋元　金一 ｱｷﾓﾄ ｷﾝｲﾁ 50 栃木県

D-006 星　啓太 ﾎｼ ｹｲﾀ 53 栃木県

D-007 砂堀　諭 ｽﾅﾎﾞﾘ ｻﾄｼ 50 栃木県

D-008 池田　禎久 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 54 埼玉県

D-009 佐川　光弘 ｻｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 62 福島県

D-010 大秦野学園自転車部 須藤　利夫 ｽﾄﾞｳ ﾄｼｵ 50 栃木県

D-011 B.C.宇都宮 郡山　智 ｺｵﾘﾔﾏ ｻﾄｼ 58 栃木県

D-012 古口　和則 ｺｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 50 栃木県

D-013 北　雅至 ｷﾀ ﾏｻｼ 60 東京都

D-014 瓜生　克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ 51 茨城県

D-015 伏木　昌人 ﾌｾｷﾞ ﾏｻﾄ 58 栃木県

D-016 及川　浩之 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 50 岩手県

D-017 伊香　誠 ｲｺｳ ﾏｺﾄ 59 東京都

D-018 佐々木　太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 50 千葉県

D-019 那須サイクリングクラブ 香川　新 ｶｶﾞﾜ ｼﾝ 52 栃木県

D-020 香月　英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 50 栃木県

D-021 榎本　浩一 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁ 52 福島県

D-022 佐川　和美 ｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 50 福島県

D-023 寺田　晴雄 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙｵ 73 栃木県

D-024 佐々木　雄司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 52 栃木県

D-025 清水　光則 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾉﾘ 56 栃木県

D-026 石嶋　隆昌 ｲｼｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ 57 栃木県

D-027 0831 二村　孝 ﾌﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 52 埼玉県

D-028 田制　政憲 ﾀｾｲ ﾏｻﾉﾘ 69 山形県

D-029 岡　健治 ｵｶ ｹﾝｼﾞ 52 栃木県

D-030 宮　勝彦 ﾐﾔ ｶﾂﾋｺ 54 栃木県

D-031 0831 鈴木　昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 51 埼玉県

D-032 西川　賢二 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 58 茨城県

D-033 鈴木　和哉 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 52 茨城県

D-034 坪内　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 52 埼玉県

D-035 中村　好宏 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 54 栃木県

D-036 藤田　秀樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 51 福島県

D-037 吉田　満 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 51 栃木県

D-038 齋藤　裕幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 56 栃木県

D-039 佐藤　仁一 ｻﾄｳ ｼﾞﾝｲﾁ 54 栃木県

D-040 荻野　浩 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｼ 58 福島県

D-041 山田　昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 55 埼玉県

D-042 石川　博 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 62 栃木県

D-043 遠藤　修 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 52 茨城県



D-044 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 53 栃木県

D-045 田中　一幸 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 57 埼玉県

D-046 大和田　和男 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 50 茨城県

D-047 吉田　幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 67 群馬県

D-048 本島　一男 ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 54 埼玉県

D-049 鈴木　利幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 50 栃木県

D-050 早乙女　和彦 ｿｳﾄﾒ ｶｽﾞﾋｺ 55 栃木県

D-051 小沢　政男 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｵ 56 埼玉県

D-052 永島　一郎 ﾅｶﾞｼﾏ ｲﾁﾛｳ 66 栃木県

D-053 横山　誠一 ﾖｺﾔﾏ ｾｲｲﾁ 52 栃木県

D-054 望月　昇 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 57 千葉県

D-055 茂木　龍治 ﾓｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 65 千葉県

D-056 志賀　康光 ｼｶﾞ ﾔｽﾐﾂ 56 東京都

D-057 梅津　三郎 ｳﾒﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 74 栃木県

D-058 岸　則夫 ｷｼ ﾉﾘｵ 59 栃木県

D-059 teamSKYBERRY 倉持　和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 54 茨城県

D-060 山口　善弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 50 茨城県

D-061 片山　洋一 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 54 埼玉県

D-062 中野　則仁 ﾅｶﾉ ﾉﾘﾋﾄ 59 埼玉県

D-063 天ケ谷　亨 ｱﾏｶﾞﾔ ﾄｵﾙ 58 茨城県

D-064 坂本　清光 ｻｶﾓﾄ ｷﾖﾐﾂ 61 栃木県

D-065 中村　文保 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾔｽ 62 埼玉県

D-066 大熊　信司 ｵｵｸﾏ ｼﾝｼﾞ 57 栃木県

D-067 制野　勝 ｾｲﾉ ﾏｻﾙ 50 茨城県

D-068 河野　亮玄 ｺｳﾉ ﾘｮｳｹﾞﾝ 59 埼玉県

D-069 津田　昌則 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 57 栃木県

D-070 西野軍団 西野　博文 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ 58 茨城県

D-071 西野軍団 浅香　守弘 ｱｻｶ ﾓﾘﾋﾛ 52 東京都

D-072 西野軍団 伊藤　賢一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 52 東京都

D-073 田所　洋貴 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｷ 52 茨城県

D-074 仁平　敏秀 ﾆﾋﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 58 埼玉県

D-075 高梨　秀一 ﾀｶﾅｼ ｼｭｳｲﾁ 53 東京都

D-076 下田　達夫 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂｵ 67 群馬県

D-077 加藤　幸彦 ｶﾄｳ ﾕｷﾋｺ 50 埼玉県

D-078 吉田　孝義 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 51 福島県

D-079 左右田　泰宏 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 50 茨城県

D-080 田澤　勇夫 ﾀｻﾞﾜ ｲｻｵ 65 埼玉県

D-081 松本　信一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 65 埼玉県

D-082 濱本　康二 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 52 埼玉県

D-083 中川　茂美 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 55 東京都

D-084 川上　幸司 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 57 栃木県

D-085 斉藤　利幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 52 茨城県

D-086 松原　嘉之 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ 52 埼玉県

D-087 千葉　清記 ﾁﾊﾞ ｾｲｷ 55 宮城県



D-088 スズパワー ビールと焼き鳥細田　尚志 ﾎｿﾀﾞ ﾋｻｼ 51 埼玉県

D-089 熊田　良二 ｸﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 50 福島県

D-090 庄山　均 ｼｮｳﾔﾏ ﾋﾄｼ 51 埼玉県

D-091 福田　和友 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾄﾓ 68 群馬県

D-092 益子　昌幸 ﾏｼｺ ﾏｻﾕｷ 51 埼玉県

D-093 長谷川　兵治 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｮｳｼﾞ 61 栃木県

D-094 木本　佳秀 ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 59 福島県

D-095 NAMAZU 日里　寿行 ﾆｯｻﾄ ﾄｼﾕｷ 56 栃木県

D-096 奈良部　明彦 ﾅﾗﾌﾞ ｱｷﾋｺ 52 栃木県

D-097 鈴木　博則 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 58 千葉県

D-098 堀田　雄一 ﾎｯﾀ ﾕｳｲﾁ 54 千葉県

D-099 佐藤　俊夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 53 茨城県

D-100 浅川　雅孝 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾀｶ 64 東京都

D-101 國井　良広 ｸﾆｲ ﾖｼﾋﾛ 56 福島県

D-102 高田　賢二 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 57 東京都

D-103 近藤　大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 65 栃木県

D-104 塚原　淳 ﾂｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 50 東京都

D-105 笹川　泰 ｻｻｶﾜ ﾋﾛｼ 60 福島県

D-106 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 64 福島県

D-107 中田　泰人 ﾅｶﾀ ﾔｽﾄ 50 埼玉県

D-108 江口　直人 ｴｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 57 栃木県

D-109 米川　隆 ﾖﾈｶﾜ ﾀｶｼ 55 埼玉県

D-110 上内　健一 ｶﾐｳﾁ ｹﾝｲﾁ 56 埼玉県

D-111 阿部　利夫 ｱﾍﾞ ﾄｼｵ 57 栃木県

D-112 石川　順悦 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｴﾂ 56 宮城県

D-113 佐々木　聡 ｻｻｷ ｻﾄｼ 54 福島県

D-114 須田　克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 51 群馬県

D-115 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 51 埼玉県

D-116 高野　勝則 ﾀｶﾉ ｶﾂﾉﾘ 59 岩手県

D-117 大森　浩昭 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 51 東京都

D-118 舩田　和浩 ﾌﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 50 茨城県

D-119 山本　二郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 54 埼玉県

D-120 ペロペロゴートちゃん 松井　敏久 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｻ 55 神奈川県

D-121 橋本　竜馬 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 52 千葉県

D-122 設永　昌広 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 50 東京都

D-123 荻原　興 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳ 66 埼玉県

D-124 高野　文雄 ﾀｶﾉ ﾌﾐｵ 61 栃木県

D-125 瀧田　誠 ﾀｷﾀ ﾏｺﾄ 52 栃木県

D-126 天堂　栄二 ﾃﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 68 埼玉県

D-127 兼子　辰治 ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ 50 茨城県

D-128 山崎　広宣 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 50 東京都

D-129 前川　俊介 ﾏｴｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 54 群馬県

D-130 二木　明彦 ﾌﾀｷ ｱｷﾋｺ 58 東京都

D-131 勅使河原　浩 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 58 栃木県



D-132 澁谷　輝一 ｼﾌﾞﾔ ｷｲﾁ 53 栃木県

D-133 金成　弘毅 ｶﾅﾘ ｺｳｷ 57 福島県

D-134 田中　俊吾 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｺﾞ 52 千葉県

D-135 鈴木　恒二 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｼﾞ 68 福島県


