
カテゴリー
ゼッケン

番号
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

男子アスリート 0001 鈴木 澪 スズキ レイ 埼玉県

男子アスリート 0002 松本 悠暉 マツモト ユウキ 神奈川県

男子アスリート 0003 小川 剛慶 オガワ ヨシノブ 天照CST 栃木県

男子アスリート 0004 木田 光一 キダ コウイチ Ｂ．Ｂ．Ｒ 福島県

男子アスリート 0005 小森 雄二 コモリ ユウジ 栃木県

男子アスリート 0006 高田 健志 タカダ ケンジ 茨城県

男子アスリート 0007 須藤 三津男 ストウ ミツオ 群馬県

男子アスリート 0008 丸田 晃 マルタ アキラ 長野県

男子アスリート 0009 普久原 奨 フクハラ マサル Team Ashiviva 栃木県

男子アスリート 0010 佐藤 圭 サトウ ケイ ＳＨＯＷＡ．Ｒ．Ｆ 秋田県

男子アスリート 0011 吉田 篤洋 ヨシダ アツヒロ Crucible仙台 宮城県

男子アスリート 0012 高橋 良太 タカハシ リョウタ COWGUMMA 群馬県

男子アスリート 0013 松田 健太 マツダ ケンタ ＰＨＡＮＴＯＭ湘南 神奈川県

男子アスリート 0014 小島 友一 オジマ トモカズ ライドフリークス 栃木県

男子アスリート 0015 布留川 恒太朗 フルカワ コウタロウ 天照 東京都

男子アスリート 0016 設永 昌広 ノブナガ マサヒロ 東京都

男子アスリート 0017 山市 裕市 ヤマイチ ユウイチ 栃木県

男子アスリート 0018 長島 教之 ナガシマ ノリユキ 天照 栃木県

男子アスリート 0019 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ キッカジフニータ 岩手県

男子アスリート 0020 パクイット ダリオ パクイット ダリオ 茨城県

男子アスリート 0021 物井 邑 モノイ ユウ 夏草サイクリングチーム 栃木県

男子アスリート 0022 小村 悠樹 コムラ ハルキ ケッヘルVCスプートニク 石川県

男子アスリート 0023 大塚 崇行 オオツカ タカユキ 埼玉県

男子アスリート 0024 佐野 千尋 サノ チヒロ イナーメ信濃山形 埼玉県

男子アスリート 0025 加藤 友泰 カトウ トモヤス 天照 神奈川県

男子アスリート 0026 宮本 賢一 ミヤモト ケンイチ Mont et Lac 栃木県

男子アスリート 0027 金子 宗平 カネコ ソウヘイ 埼玉県

男子アスリート 0028 井上 周 イノウエ シュウ 天照筑波鳥人間 茨城県

男子アスリート 0029 早川 祐司 ハヤカワ ユウジ VC福岡 栃木県

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース２０１９　エントリーリスト
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男子A 1001 金札 啓佑 カナフダ ケイスケ ＴＥＡＭ　ＳＡＬＵＴＥ川越 埼玉県

男子A 1002 渡邉 浩司 ワタナベ コウジ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

男子A 1003 磯山 健太 イソヤマ ケンタ 茨城県

男子A 1004 増田 尚也 マスダ ナオヤ オンザロード 茨城県

男子A 1005 富本 将史 トミモト マサシ 栃木県

男子A 1006 小堀 健 コボリ ケン 栃木県

男子A 1007 齋藤 貴壮 サイトウ タカアキ 栃木県

男子A 1008 岩渕 広夢 イワブチ ヒロム グラン・デパール 群馬県

男子A 1009 藤川 裕哉 フジカワ ユウヤ 栃木県

男子A 1010 望月 敦史 モチヅキ アツシ 栃木県

男子A 1011 高橋 城太郎 タカハシ ジョウタロウ 宮城県

男子A 1012 山下 智大 ヤマシタ トモヒロ サイクルガレージ KCS 大阪府

男子A 1013 荒井 佑輔 アライ ユウスケ チームALL矢板(仮) 栃木県

男子A 1014 本間 響 ホンマ ヒビキ 東海大浦安（Team北総Racing) 千葉県

男子A 1015 益山 悠 マスヤマ ユウ 東海大浦安 千葉県

男子A 1016 末柄 嘉之 スエガラ ヨシユキ J3 栃木県

男子A 1017 福田 幸祐 フクダ コウスケ 茨城県

男子A 1018 江連 俊和 エヅレ トシカズ 栃木県

男子A 1019 福田 和正 フクダ カズマサ 栃木県

男子A 1020 南川 航 ミナミカワ ワタル 天照 埼玉県

男子A 1021 齋藤 真 サイトウ シン Hairdoop 愛知県

男子A 1022 生越 正則 オオゴシ マサノリ ぬぅ 埼玉県

男子A 1023 萩原 聡 ハギワラ ソウ 神奈川県

男子A 1024 荻野 友宏 オギノ トモヒロ 埼玉県

男子A 1025 稲見 真理 イナミ マサミチ OTR 茨城県

男子A 1026 阿部 秀渡 アベ シュウト 埼玉県

男子A 1027 五十嵐 和輝 イガラシ カズキ 福島県

男子A 1028 持木 将也 モチキ マサヤ 東京都

男子A 1029 渡邊 嵩博 ワタナベ タカヒロ 福島県

男子A 1030 堀江 一葉 ホリエ カズハ flecha 茨城県

男子A 1031 清水 翔太 シミズ ショウタ 千葉県

男子A 1032 大阿久 和誠 オオアク マサノブ 栃木県

男子A 1033 河合 祐樹 カワイ ユウキ 埼玉県

男子A 1034 西野 隼人 ニシノ ハヤト WEST 茨城県

男子A 1035 藤原 正貴 フジワラ マサタカ 栃木県
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男子A 1036 早川 遼 ハヤカワ リョウ インフレーターズ 栃木県

男子A 1037 佐藤 光翼 サトウ コウスケ 高校生 栃木県

男子A 1038 岩崎 裕人 イワザキ ヒロト CIVETTA 栃木県

男子A 1039 持田 寛紀 モチダ ヒロキ 愛知県

男子A 1040 内山 友太 ウチヤマ ユウタ ＳＪＮ 埼玉県

男子A 1041 斎藤 拓歩 サイトウ タクホ 福島県

男子A 1042 佐藤 裕 サトウ ユウ 福島県

男子A 1043 磯野 奨太 イソノ ショウタ サイクルdeターボ 千葉県

男子A 1044 片倉 大 カタクラ タケシ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ仙台 宮城県

男子A 1045 橋本 理 ハシモト サトシ 富士植木 群馬県

男子A 1046 江原 大貴 エハラ ダイキ 埼玉県

男子A 1047 藤田 友弥 フジタ トモヤ 栃木県

男子A 1048 鈴木 健 スズキ タケシ 栃木県

男子A 1049 丸山 勇大 マルヤマ ユウダイ 宮城県

男子A 1050 宇賀持 凌 ウガモチ リョウ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 栃木県

男子A 1051 大高 裕生 オオタカ ユウキ HOT STAFF 東京都

男子A 1052 林 伶音 ハヤシ レオン 横浜学校 神奈川県

男子A 1053 菊池 啓人 キクチ ヒロト 神奈川県

男子A 1054 阿部 寛大 アベ ヒロマサ Team Glory 埼玉県

男子A 1055 斉木 卓也 サイキ タクヤ 埼玉県

男子A 1056 鈴木 寛基 スズキ ヒロキ 福島県

男子A 1057 中島 一樹 ナカジマ カズキ 決勝で会おう 栃木県

男子A 1058 高橋 和也 タカハシ カズヤ 千葉県

男子A 1059 赤井 篤史 アカイ アツフミ 千葉県

男子A 1060 替地 皓平 カエチ コウヘイ 神奈川県

男子A 1061 川﨑 晃弘 カワサキ アキヒロ Team Mu61 栃木県

男子A 1062 高橋 真 タカハシ マコト 茨城県

男子A 1063 村井 浩嗣 ムライ ヒロツグ 栃木県

男子A 1064 茂呂 佳名人 モロ カナト 栄北高校 埼玉県

男子A 1065 中田 京志郎 ナカダ キョウシロウ 栃木県

男子A 1066 藤本 優翔 フジモト ユウト FFF Racing 栃木県

男子A 1067 吉田 有輝 ヨシダ ユウキ B.C.宇都宮 栃木県

男子A 1068 秦野 勇 ハタノ イサム 栃木県

男子A 1069 小林 尚樹 コバヤシ ナオキ 埼玉県

男子A 1070 瀬古 尚彦 セコ ナオヒコ 前橋市役所 群馬県
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男子A 1071 村瀬 貴是 ムラセ タカユキ 栃木県

男子A 1072 駒井 裕太 コマイ ユウタ 東京都

男子A 1073 内田 恵 ウチダ ケイ 栃木県

男子A 1074 菅原 一成 スガハラ イッセイ CYCLES TEAM BEVITORE 栃木県

男子A 1075 小沢 祐哉 オザワ ユウヤ 埼玉県

男子A 1076 飛田 浩之 トビタ ヒロユキ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県

男子A 1077 菊地 航 キクチ ワタル 栃木県

男子A 1078 佐藤 瞬 サトウ シュン 埼玉県

男子A 1079 塩田 利樹 シオタ トシキ Divertire-ディベルティーレ- 福島県

男子A 1080 佐藤 海里 サトウ カイリ 千葉県

男子A 1081 海老原 大嗣 エビハラ タイシ 栃木県

男子A 1082 丹野 沙音志 タンノ サトシ カヌマニア 栃木県

男子A 1083 小山田 圭太 オヤマダ ケイタ 栃木県

男子A 1084 野内 佑輔 ノウチ ユウスケ Divertire 福島県

男子A 1085 高橋 春翔 タカハシ ハルト 栃木県

男子A 1086 齋藤 翼 サイトウ ツバサ FM730 栃木県



カテゴリー
ゼッケン

番号
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース２０１９　エントリーリスト

男子B（１組） 2001 古川 修 フルカワ オサム チームALL矢板 栃木県

男子B（１組） 2002 西川 正隼 ニシカワ マサトシ チームALL矢板(仮) 栃木県

男子B（１組） 2003 濱本 真輔 ハマモト シンスケ Ｔｅａｍ野Ｚａｃｋｅｙ 栃木県

男子B（１組） 2004 圓山 泰佑 マルヤマ タイスケ VIVA★ZAPPEI 神奈川県

男子B（１組） 2005 富岡 雄一郎 トミオカ ユウイチロウ 大秦野学園自転車部 群馬県

男子B（１組） 2006 宗像 祐喜 ムナカタ ユウキ 埼玉県

男子B（１組） 2007 坪山 洋隆 ツボヤマ ヒロタカ 栃木県

男子B（１組） 2008 森 貴史 モリ タカシ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

男子B（１組） 2009 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 神奈川県

男子B（１組） 2010 岡 了平 オカ リョウヘイ 平日温泉ライダース 東京都

男子B（１組） 2011 加藤 晴彦 カトウ ハルヒコ じて杜 栃木県

男子B（１組） 2012 笹沼 徹 ササヌマ トオル 栃木県

男子B（１組） 2013 栗田 拓美 クリタ タクミ 栃木県

男子B（１組） 2014 山崎 宏樹 ヤマサキ ヒロキ 茨城県

男子B（１組） 2015 鈴木 宏明 スズキ ヒロアキ ＴｅａｍＳｋｙＢｅｒｒｙ 栃木県

男子B（１組） 2016 田中 健志 タナカ ケンシ ＭＣＣ 茨城県

男子B（１組） 2017 橋本 元気 ハシモト ゲンキ 栃木県

男子B（１組） 2018 佐藤 友重 サトウ トモシゲ 栃木県

男子B（１組） 2019 吉直 卓也 ヨシナオ タクヤ 栃木県

男子B（１組） 2020 田中 博 タナカ ヒロシ 東京都

男子B（１組） 2021 本多 泰旭 ホンダ ヤスアキ Team ZWC 栃木県

男子B（１組） 2022 御処野 将 ゴショノ マサシ 埼玉県

男子B（１組） 2023 飯島 進一 イイジマ シンイチ WE LOVE O2 栃木県

男子B（１組） 2024 坂本 進也 サカモト シンヤ チーム・フォルツァ！ 栃木県

男子B（１組） 2025 前田 淳紀 マエダ アツノリ 埼玉県

男子B（１組） 2026 葛生 寛征 クズウ ヒロユキ 栃木県

男子B（１組） 2027 渡辺 幸太 ワタナベ コウタ 栃木県

男子B（１組） 2028 植田 浩司 ウエダ コウジ Revelo 東京都

男子B（１組） 2029 角田 圭 カクタ ケイ 千葉県

男子B（１組） 2030 桜井 康博 サクライ ヤスヒロ リベクラＫＣ 栃木県

男子B（１組） 2031 熊谷 祐二 クマガイ ユウジ 栃木県

男子B（１組） 2032 大柿 覚 オオガキ サトル 栃木県

男子B（１組） 2033 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ 東京都

男子B（１組） 2034 大越 典明 オオコシ ノリアキ 栃木県

男子B（１組） 2035 高橋 佑輔 タカハシ ユウスケ ４Ｄ 神奈川県
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男子B（１組） 2036 樫山 尚弘 カシヤマ タカヒロ 東京大学整形外科 東京都

男子B（１組） 2037 若林 貴広 ワカバヤシ タカヒロ 東京都

男子B（１組） 2038 堀井 洸 ホリイ コウ ＳＫＹＢＥＥＲＹ 栃木県

男子B（１組） 2039 植木 敦生 ウエキ アツオ おこめくらぶ 栃木県

男子B（１組） 2040 児玉 赳生 コダマ タケオ SPACE ZEROPOINT 東京都

男子B（１組） 2041 大澤 康生 オオサワ ヤスオ 群馬自転車部アレグロ 群馬県

男子B（１組） 2042 神賀 俊朗 カミガ トシロウ ミトケイ 茨城県

男子B（１組） 2043 手塚 純樹 テヅカ ジュンキ 栃木県

男子B（１組） 2044 中村 雄作 ナカムラ ユウサク チーム ニルス 茨城県

男子B（１組） 2045 福田 幸徳 フクダ ユキノリ 栃木県

男子B（１組） 2046 水落 拓也 ミズオチ タクヤ 栃木県

男子B（１組） 2047 坂田 繁也 サカタ シゲヤ 千葉県

男子B（１組） 2048 永澤 直人 ナガサワ ナオト TS TECH 自転車部 栃木県

男子B（１組） 2049 Breen Simon ブリーン サイモン 東京都

男子B（１組） 2050 小渕 直也 オブチ ナオヤ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

男子B（１組） 2051 印出井 一利 インデイ カズトシ ＴｅａｍＳｋｙｂｅｒｒｙ 茨城県

男子B（１組） 2052 加藤 隆寛 カトウ タカヒロ Rinrin Cycling Team 静岡県

男子B（１組） 2053 武田 智史 タケダ トモフミ SRS 茨城県

男子B（１組） 2054 阿部 雄太郎 アベ ユウタロウ ナニ後の睡魔 栃木県

男子B（１組） 2055 中里 昌義 ナカザト マサヨシ 栃木県

男子B（１組） 2056 大淵 翔太 オオブチ ショウタ 茨城県

男子B（１組） 2057 永山 義人 ナガヤマ ヨシヒト 栃木県

男子B（１組） 2058 高口 桂太郎 コウグチ ケイタロウ Heitanhompo 千葉県

男子B（１組） 2059 渡邊 彰久 ワタナベ アキヒサ 東京都

男子B（１組） 2060 徳田 洋一 トクダ ヨウイチ 東京都

男子B（１組） 2061 松村 秀俊 マツムラ ヒデトシ 群馬県

男子B（１組） 2062 清村 一樹 シムラ カズキ 群馬県

男子B（１組） 2063 相馬 康孝 ソウマ ヤスタカ 茨城県

男子B（１組） 2064 菊池 真也 キクチ シンヤ 千葉県

男子B（１組） 2065 小口 大将 コグチ ダイスケ 栃木県

男子B（１組） 2066 成田 元晴 ナリタ モトハル プレシャス 福島県

男子B（１組） 2067 仲俣 達也 ナカマタ タツヤ TEAM Ksy 東京都

男子B（１組） 2068 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ めしくレーシング 東京都

男子B（１組） 2069 肥田 恭知 ヒダ ヤストモ 東京都

男子B（１組） 2070 室井 悠志 ムロイ ユウシ Team Mu61 栃木県
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男子B（１組） 2071 稲村 康明 イナムラ ヤスアキ 栃木県

男子B（１組） 2072 稲村 啓明 イナムラ ヒロアキ 栃木県

男子B（１組） 2073 黒澤 章 クロサワ アキラ 群馬県

男子B（１組） 2074 岩崎 達欧 イワサキ タツオ 栃木県

男子B（１組） 2075 品川 雅之 シナガワ マサユキ Team ZWC 茨城県

男子B（１組） 2076 相馬 恵介 ソウマ ケイスケ 群馬県

男子B（１組） 2077 倉持 剛 クラモチ ゴウ 茨城県

男子B（１組） 2078 大島 義昭 オオシマ ヨシアキ 東京都

男子B（１組） 2079 澤口 能一 サワグチ ヨシカズ 神奈川県

男子B（１組） 2080 Sharman Dominic シャーマン ドミニク 神奈川県

男子B（１組） 2081 齋藤 航 サイトウ ワタル 埼玉県

男子B（１組） 2082 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照CST 埼玉県

男子B（１組） 2083 田野井 健 タノイ マサル チームスカイベリー 栃木県

男子B（１組） 2084 神谷 嵩史 カミヤ タカシ Team SST 茨城県

男子B（１組） 2085 柳澤 周作 ヤギサワ シュウサク 東京都

男子B（１組） 2086 松木 匡宏 マツキ タダヒロ MIVRO 神奈川県

男子B（１組） 2087 湯本 剛史 ユモト ツヨシ Divertire～ディベルティーレ～ 福島県

男子B（１組） 2088 芹田 大輔 セリタ ダイスケ UKAUKA Cycling 神奈川県
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男子B（２組） 3001 小川 侑一 オガワ ユウイチ 栃木県

男子B（２組） 3002 岩崎 賢太 イワサキ ケンタ 栃木県

男子B（２組） 3003 安生 文明 アンジョウ フミアキ いちご狩り　突っ込み隊長 栃木県

男子B（２組） 3004 尾上 貴志 オノエ タカシ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

男子B（２組） 3005 瀧澤 信人 タキザワ ノブト ディベルティーレ 栃木県

男子B（２組） 3006 成田 衛 ナリタ マモル 福島県

男子B（２組） 3007 鈴木 亮平 スズキ リョウヘイ 埼玉県

男子B（２組） 3008 若井 高志 ワカイ タカシ 530711 栃木県

男子B（２組） 3009 川中子 太 カワナゴ フトシ 栃木県

男子B（２組） 3010 椎野 宏昭 シイノ ヒロアキ 埼玉県

男子B（２組） 3011 河鍋 哲也 カワナベ テツヤ ＣＩＶＥＴＴＡ 栃木県

男子B（２組） 3012 橋本 喬 ハシモト タカシ 栃木県

男子B（２組） 3013 荻島 佑一 オギシマ ユウイチ 埼玉県

男子B（２組） 3014 ブレイ マシュー ブレイ マシュー 栃木県

男子B（２組） 3015 鈴木 啓之 スズキ ヒロユキ 栃木県

男子B（２組） 3016 阿部 雄一郎 アベ ユウイチロウ 埼玉県

男子B（２組） 3017 鱒渕 陽一 マスブチ ヨウイチ 栃木県

男子B（２組） 3018 竹内 翔 タケウチ ショウ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

男子B（２組） 3019 石原 雄貴 イシハラ ユウキ 東京都

男子B（２組） 3020 星野 成彦 ホシノ シゲヒコ 栃木県

男子B（２組） 3021 泉 和貴 イズミ カズタカ 東京都

男子B（２組） 3022 山野井 祐介 ヤマノイ ユウスケ 神奈川県

男子B（２組） 3023 吉田 道保 ヨシダ ミチヤス 東京都

男子B（２組） 3024 出倉 健志 イズクラ タケシ （株）精研 東京都

男子B（２組） 3025 中村 秀成 ナカムラ ヒデナリ 埼玉県

男子B（２組） 3026 大磯 信弥 オオイソ シンヤ ソニック（株） 群馬県

男子B（２組） 3027 本多 重行 ホンダ シゲユキ 栃木県

男子B（２組） 3028 金子 紀丈 カネコ ノリタケ 埼玉県

男子B（２組） 3029 西川 大地 ニシカワ ダイチ 東京都

男子B（２組） 3030 鈴木 裕樹 スズキ ユウキ 茨城県

男子B（２組） 3031 神保 文晴 ジンボ フミハル 栃木県

男子B（２組） 3032 平山 広行 ヒラヤマ ヒロユキ 栃木県

男子B（２組） 3033 菅谷 槙介 スガヤ シンスケ 茨城県

男子B（２組） 3034 江尻 涼平 エジリ リョウヘイ 茨城県

男子B（２組） 3035 吉野  将太 ヨシノ ショウタ 茨城県



カテゴリー
ゼッケン

番号
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース２０１９　エントリーリスト

男子B（２組） 3036 細見 貴幸 ホソミ タカユキ 群馬県

男子B（２組） 3037 西野 克宣 ニシノ ヨシノブ WEST 茨城県

男子B（２組） 3038 竹森 誠 タケモリ マコト 茨城県

男子B（２組） 3039 小松 明 コマツ アキラ 福島県

男子B（２組） 3040 和田 仁明 ワダ ヒロアキ TS TECH 自転車部 栃木県

男子B（２組） 3041 長島 功治 ナガシマ コウジ ＳＪＮ 埼玉県

男子B（２組） 3042 中村 優 ナカムラ ユウ 栃木県

男子B（２組） 3043 西山 博信 ニシヤマ ヒロノブ Ｌｏｇｉ　Ｌｏｇｉ 福島県

男子B（２組） 3044 前田 隆世 マエダ リュウセイ 東京都

男子B（２組） 3045 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ 東京都

男子B（２組） 3046 佐藤 満 サトウ ミツル 栃木県

男子B（２組） 3047 佐藤 太材 サトウ タイキ 埼玉県

男子B（２組） 3048 岡本 力 オカモト ツトム 茨城県

男子B（２組） 3049 久保田 広樹 クボタ ヒロキ 群馬県

男子B（２組） 3050 保泉 純一 ホズミ ジュンイチ 埼玉県

男子B（２組） 3051 服部 慎也 ハットリ シンヤ 東京都

男子B（２組） 3052 大部 道徳 オオブ ミチノリ 茨城県

男子B（２組） 3053 谷田 憲保 タニダ ノリヤス 神奈川県

男子B（２組） 3054 五十嵐 大輔 イガラシ ダイスケ 南会津サスケネ 福島県

男子B（２組） 3055 栗城 俊弥 クリキ シュンヤ 南会津さすけねぇ 福島県

男子B（２組） 3056 河合 陽 カワイ アキラ le soleil d' equipe 栃木県

男子B（２組） 3057 中山 聡 ナカヤマ アキラ 埼玉県

男子B（２組） 3058 木龍 誠 キリュウ マコト 東京都

男子B（２組） 3059 田中 伸 タナカ シン 東京都

男子B（２組） 3060 仲内 恭平 ナカウチ キョウヘイ ケニーズ 福島県

男子B（２組） 3061 田谷 亮介 タヤ リョウスケ 文ちゃん 茨城県

男子B（２組） 3062 伊藤 道 イトウ ミチ 一飛会 栃木県

男子B（２組） 3063 晒名 陽介 サラシナ ヨウスケ 静岡県

男子B（２組） 3064 唐澤 直義 カラサワ タダヨシ 栃木県

男子B（２組） 3065 佐藤 恒一 サトウ コウイチ 東京都

男子B（２組） 3066 Jayo Manalo ジェイ マナロ Cycling Tsukuba 茨城県

男子B（２組） 3067 下元 政和 シモモト マサカズ 東京都

男子B（２組） 3068 榊山 邦夫 サカキヤマ クニオ 埼玉県

男子B（２組） 3069 岩佐 英範 イワサ ヒデノリ 栃木県

男子B（２組） 3070 井上 康昌 イノウエ ヤスマサ チーム　アプリコット 栃木県
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男子B（２組） 3071 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 東京都

男子B（２組） 3072 成島 郁弥 ナルシマ フミヤ 栃木県

男子B（２組） 3073 土屋 雄一郎 ツチヤ ユウイチロウ 埼玉県

男子B（２組） 3074 杉本 龍一 スギモト リュウイチ 埼玉県

男子B（２組） 3075 會澤 伶王 アイザワ レオ 茨城県

男子B（２組） 3076 金田 直弥 カネダ ナオヤ 栃木県

男子B（２組） 3077 度会 俊孝 ワタライ トシタカ TAKEWA 岐阜県

男子B（２組） 3078 西尾 広甫 ニシオ ヒロスケ 岐阜県

男子B（２組） 3079 柴田 敦史 シバタ アツシ 超カルレーシング 福島県

男子B（２組） 3080 大谷 俊次 オオタニ シュンジ 東京都

男子B（２組） 3081 青木 大地 アオキ ダイチ 千葉県

男子B（２組） 3082 芳平 正輝 ヨシタイ マサキ 東京都

男子B（２組） 3083 川井 健史 カワイ タケシ Spokes cycle garage 栃木県

男子B（２組） 3084 島田 亮 シマダ リョウ 埼玉県

男子B（２組） 3085 我妻 孝興 アヅマ タカオキ 栃木県

男子B（２組） 3086 深井 伸幸 フカイ ノブユキ 神奈川県

男子B（２組） 3087 須賀 真彦 スガ マサヒコ 埼玉県
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男子C（１組） 4001 田嶋 良則 タジマ ヨシノリ 栃木県

男子C（１組） 4002 植野 渉 ウエノ ワタル チームスカイベリー 栃木県

男子C（１組） 4003 西牧 和也 ニシマキ カズヤ BBR 福島県

男子C（１組） 4004 松井 芳賢 マツイ ヨシノリ VIVA☆ZAPPEI 神奈川県

男子C（１組） 4005 星場 崇徳 ホシバ タカノリ ＶＥＮＴＵＳ 栃木県

男子C（１組） 4006 目黒 勝靖 メグロ カツヤス 神奈川県

男子C（１組） 4007 橋本 透 ハシモト トオル Team SKYBERRY 栃木県

男子C（１組） 4008 猪野 宏幸 イノ ヒロユキ Divertire 栃木県

男子C（１組） 4009 姉崎 裕行 アネザキ ヒロユキ 東京都

男子C（１組） 4010 沼田 和行 ヌマタ カズユキ 茨城県

男子C（１組） 4011 川上 隆 カワカミ タカシ チームピニャータ 神奈川県

男子C（１組） 4012 神田 幸人 カンダ ユキト 新潟県

男子C（１組） 4013 青木 和巳 アオキ カズミ Divertire 栃木県

男子C（１組） 4014 佐藤 大 サトウ マサル 栃木県

男子C（１組） 4015 相村 誠 アイムラ マコト 栃木県

男子C（１組） 4016 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ 群馬県

男子C（１組） 4017 川又 永治 カワマタ エイジ 栃木県

男子C（１組） 4018 上野 真 ウエノ シン VIVA☆ZAPPEI 東京都

男子C（１組） 4019 大平 明洋 オオヒラ アキヒロ サタアリ 福島県

男子C（１組） 4020 高橋 雅一 タカハシ マサカズ 東京都

男子C（１組） 4021 豊田 豊 トヨダ ユタカ KTR 埼玉県

男子C（１組） 4022 水無 誠 ミズナシ マコト 茨城県

男子C（１組） 4023 佐藤 寿典 サトウ トシノリ 大福屋 福島県

男子C（１組） 4024 小松 正樹 コマツ マサキ 茨城県

男子C（１組） 4025 九矢 政史 クヤ マサシ 埼玉県

男子C（１組） 4026 岩崎 陽介 イワサキ ヨウスケ インフレーターズ 栃木県

男子C（１組） 4027 中村 昇平 ナカムラ ショウヘイ 東京都

男子C（１組） 4028 葭葉 剛士 ヨシバ タケシ ＮＳＫナカニシ 栃木県

男子C（１組） 4029 榎本 光晃 エノモト ミツアキ 埼玉県

男子C（１組） 4030 新井 真一 アライ シンイチ 群馬県

男子C（１組） 4031 吉田 隆太 ヨシダ リュウタ ＴＥＡＭ　ＳＡＬＵＴＥ川越 埼玉県

男子C（１組） 4032 人見 和幸 ヒトミ カズユキ ＫＩＩＲＯＩＴＯＲＩ 栃木県

男子C（１組） 4033 松﨑 広一 マツザキ コウイチ チームニルス 茨城県

男子C（１組） 4034 高根沢 政幸 タカネザワ マサユキ 栃木県

男子C（１組） 4035 添田 哲夫 ソエダ テツオ 茨城県
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男子C（１組） 4036 小山 克也 オヤマ カツヤ チームうっかり 茨城県

男子C（１組） 4037 浅香 達彦 アサカ タツヒコ 718works 埼玉県

男子C（１組） 4038 生田目 恵 ナマタメ メグミ NAMAブラーザン 栃木県

男子C（１組） 4039 三本木 昭仁 サンボンギ アキヒト 鮎信友の会 栃木県

男子C（１組） 4040 高橋 智明 タカハシ トモアキ ＺＪＲＴ 宮城県

男子C（１組） 4041 宮本 健志 ミヤモト ケンジ UBC 栃木県

男子C（１組） 4042 阿久津 聡 アクツ サトシ 栃木県

男子C（１組） 4043 後藤 仁 ゴトウ ヒトシ チームジャンダルム 茨城県

男子C（１組） 4044 関口 究 セキグチ キワム OTR 茨城県

男子C（１組） 4045 中三川 正樹 ナカミカワ マサキ 亀山社中 栃木県

男子C（１組） 4046 谷口 智之 ヤグチ トモユキ GMR 栃木県

男子C（１組） 4047 法師人 竜也 ホウシト タツヤ 栃木県

男子C（１組） 4048 林 憲孝 ハヤシ ノリタカ 栃木県

男子C（１組） 4049 高橋 敏康 タカハシ トシヤス ＮＡＭＡＺＵ　ＴＯＣＨＩＧＩ 栃木県

男子C（１組） 4050 見目 邦博 ケンモク クニヒロ TEAM J.B 栃木県

男子C（１組） 4051 山見 徹 ヤマミ トオル 埼玉県

男子C（１組） 4052 渡邉 俊彦 ワタナベ トシヒコ チームとの 栃木県

男子C（１組） 4053 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ 東京都

男子C（１組） 4054 鈴木 悟 スズキ サトル Team 二次元 茨城県

男子C（１組） 4055 関根 寛樹 セキネ ヒロキ ナマズプラス栃木 埼玉県

男子C（１組） 4056 出井 秀幸 イデイ ヒデユキ NAMAZU  TOCHIGI 栃木県

男子C（１組） 4057 中谷 大介 ナカヤ ダイスケ 東京都

男子C（１組） 4058 渡邉 重幸 ワタナベ シゲユキ 千葉県

男子C（１組） 4059 石山 典幸 イシヤマ ノリユキ 東京大学整形外科 千葉県

男子C（１組） 4060 矢島 修 ヤジマ オサム 桐生市役所自転車同好会 群馬県

男子C（１組） 4061 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科 東京都

男子C（１組） 4062 辰巳 大朗 タツミ ヒロアキ オッティモ 千葉県

男子C（１組） 4063 岩波 猛 イワナミ タケシ 横浜緑区夜錬 神奈川県

男子C（１組） 4064 蓮見 勉 ハスミ ツトム 831 埼玉県

男子C（１組） 4065 稲葉 誠一郎 イナバ セイイチロウ デボーション 茨城県

男子C（１組） 4066 川嶌 和明 カワシマ カズアキ  ＮＡＭＡＺＵ　ＴＯＣＨＩＧＩ 埼玉県

男子C（１組） 4067 大数加 崇之 オオスカ タカシ 千葉県

男子C（１組） 4068 小田 靖人 オタ゛ ヤスヒト 栃木県

男子C（１組） 4069 高橋 靖之 タカハシ ヤスユキ 福島県

男子C（１組） 4070 荒井 厚寛 アライ アツヒロ beyond70 栃木県
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男子C（１組） 4071 鈴木 聖仁 スズキ マサヒト 茨城県

男子C（１組） 4072 高橋 貴幸 タカハシ タカユキ 栃木県

男子C（１組） 4073 小宅 享 オヤケ ススム ＪＸ金属磯原自転車部 福島県

男子C（１組） 4074 小西 克彦 コニシ カツヒコ レッドパンチャー 栃木県

男子C（１組） 4075 井手 達也 イデ タツヤ 東京都

男子C（１組） 4076 小林 寛 コバヤシ ヒロシ チームジャンダルム 茨城県

男子C（１組） 4077 中山 豊和 ナカヤマ トヨカズ ＫＬＴ山岳部 埼玉県

男子C（１組） 4078 高橋 毅 タカハシ タケシ ＭＩＶＲＯ 東京都

男子C（１組） 4079 大塚 守 オオツカ マモル DEVOTION 茨城県

男子C（１組） 4080 千野 崇 チノ タカシ 栃木県

男子C（１組） 4081 金沓 祐介 カナグツ ユウスケ 無所属 新潟県

男子C（１組） 4082 森本 修 モリモト オサム リベルタス 栃木県

男子C（１組） 4083 宮本 二郎 ミヤモト ジロウ 栃木県

男子C（１組） 4084 斉藤 佳孝 サイトウ ヨシタカ チームセトギワ 群馬県

男子C（１組） 4085 矢島 竜一 ヤジマ リュウイチ TEAM AMiGos 埼玉県

男子C（１組） 4086 前川 善昭 マエカワ ヨシアキ ＲＩＮＺＡＲＵ 栃木県

男子C（１組） 4087 竹内 誠 タケウチ マコト 高齢者の会 埼玉県

男子C（１組） 4088 桑名 真也 クワナ シンヤ 茨城県

男子C（１組） 4089 藤倉 茂雄 フジクラ シゲオ チームスカイベリー 栃木県

男子C（１組） 4090 中山 敦 ナカヤマ アツシ マツナガ 茨城県

男子C（１組） 4091 黒川 学 クロカワ マナブ 栃木県

男子C（１組） 4092 前野 秀明 マエノ ヒデアキ 栃木県

男子C（１組） 4093 安井 哲郎 ヤスイ テツロウ 東大整形 東京都

男子C（１組） 4094 今井 俊仁 イマイ トシヒト 東京都

男子C（１組） 4095 藤崎 弘勝 フジサキ ヒロカツ 栃木県

男子C（１組） 4096 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ synerzy 東京都

男子C（１組） 4097 岩田 幸良 イワタ ユキヨシ SBTM 茨城県

男子C（１組） 4098 石山 正樹 イシヤマ マサキ Cycom/多武峰朝練 奈良県

男子C（１組） 4099 山岡 俊和 ヤマオカ トシカズ 茨城県

男子C（１組） 4100 飯島 将来 イイジマ マサキ C-PRO 神奈川県

男子C（１組） 4101 侭田 光広 ママダ ミツヒロ TEAM Ksy 東京都

男子C（１組） 4102 長尾 知宏 ナガオ トモヒロ ＨＯＮＤＡ栃木 栃木県

男子C（１組） 4103 小池 尚 コイケ タカシ なっから 群馬県

男子C（１組） 4104 町田 進 マチダ ススム 栃木県

男子C（１組） 4105 鈴木 隆洋 スズキ タカヒロ 東京都
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男子C（１組） 4106 小奈 親弘 オナ チカヒロ 埼玉県

男子C（１組） 4107 葛西 研一 カサイ ケンイチ 栃木県

男子C（１組） 4108 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 竹芝サイクルレーシング 東京都

男子C（１組） 4109 矢島 努 ヤジマ ツトム さるかめウッキー 埼玉県

男子C（１組） 4110 川田 光一 カワタ コウイチ オンザロード 茨城県

男子C（１組） 4111 石井 章彦 イシイ アキヒコ チームマリリン 福島県

男子C（１組） 4112 横山 純 ヨコヤマ ジュン ＮＯＫＹＳ 埼玉県

男子C（１組） 4113 森本 誠児 モリモト セイジ スプリングウインド２３０ 山梨県

男子C（１組） 4114 星 操 ホシ ミサオ 埼玉県

男子C（１組） 4115 白石 宣洋 シロイシ ノブヒロ 群馬県

男子C（１組） 4116 五月女 充宏 ソウトメ ミツヒロ namazu plus tochigi 栃木県

男子C（１組） 4117 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ taiki☆works 茨城県

男子C（１組） 4118 江藤 敬 エトウ タカシ COCCINELLA 東京都

男子C（１組） 4119 井口 亮 イグチ リョウ VIVA ZAPPEI 神奈川県

男子C（１組） 4120 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 千葉県

男子C（１組） 4121 佐藤 政幸 サトウ マサユキ 竹芝自転車倶楽部 神奈川県

男子C（１組） 4122 高橋 真基 タカハシ マサキ チームサイクルミノル 岩手県

男子C（１組） 4123 赤川 耐 アカガワ タイ 茨城県

男子C（１組） 4124 田上 建 タガミ タツル Team Ashiviva 栃木県

男子C（１組） 4125 佐藤 亮 サトウ リョウ 東京都

男子C（１組） 4126 田村 元厚 タムラ ユキアツ 東京都

男子C（１組） 4127 今福 正幸 イマフク マサユキ 水石山登り鯛 福島県

男子C（１組） 4128 宮本 延明 ミヤモト ノブアキ 茨城県

男子C（１組） 4129 秋元 勝 アキモト マサル Team SST 千葉県

男子C（１組） 4130 小林 芳雄 コバヤシ ヨシオ テツジン-Shibata,R 群馬県

男子C（１組） 4131 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ オッティモ 千葉県

男子C（１組） 4132 斉藤 渉 サイトウ ワタル 埼玉県
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男子C（２組） 5001 永森 さとし ナガモリ サトシ Team OZIAR 栃木県

男子C（２組） 5002 阿部 国治 アベ クニハル 大秦野学園自転車部 埼玉県

男子C（２組） 5003 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ TEAM SALUTE川越 埼玉県

男子C（２組） 5004 渡邉 哲生 ワタナベ テツオ avid 福島県

男子C（２組） 5005 沢村 幸一 サワムラ コウイチ 埼玉県

男子C（２組） 5006 本橋 恵一 モトハシ ケイイチ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

男子C（２組） 5007 眞柄 雄樹 マガラ ユウキ 埼玉県

男子C（２組） 5008 印南 奨 インナミ ススム Cat'sSphere 栃木県

男子C（２組） 5009 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 栃木県

男子C（２組） 5010 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ 千葉県

男子C（２組） 5011 岩谷 慎也 イワタニ シンヤ 神奈川県

男子C（２組） 5012 郷間 一貴 ゴウマ カズタカ 福島県

男子C（２組） 5013 大房 伸行 オオフサ ノブユキ 栃木県

男子C（２組） 5014 清水 和之 シミズ カズユキ 天文部 東京都

男子C（２組） 5015 望月 秀展 モチヅキ ヒデノブ 栃木県

男子C（２組） 5016 丸山 努 マルヤマ ツトム 神奈川県

男子C（２組） 5017 小宅 秀徳 オヤケ ヒデノリ 東京都

男子C（２組） 5018 粂川 義樹 クメカワ ヨシキ チームあやいく 栃木県

男子C（２組） 5019 樫村 正道 カシムラ マサミチ 茨城県

男子C（２組） 5020 古川 修一 フルカワ シュウイチ VIVA☆ZAPPEI 福島県

男子C（２組） 5021 小野﨑 晋太郎 オノザキ シンタロウ 千葉県

男子C（２組） 5022 堀木 辰欣 ホリキ タツヨシ We Love O2 茨城県

男子C（２組） 5023 遠藤 綾人 エンドウ アヤト 桐生市役所自転車同好会 群馬県

男子C（２組） 5024 増田 恭雄 マスダ ヤスオ 茨城県

男子C（２組） 5025 阿部 文彦 アベ フミヒコ 東京都

男子C（２組） 5026 橋本 幸和 ハシモト ユキカズ 栃木自教 栃木県

男子C（２組） 5027 大平 貴司 オオヒラ タカシ 越谷競走倶楽部 埼玉県

男子C（２組） 5028 大貫 俊明 オオヌキ トシアキ 栃木県

男子C（２組） 5029 新井 俊英 アライ トシヒデ 宮城県

男子C（２組） 5030 田中 政良 タナカ マサヨシ 栃木県

男子C（２組） 5031 大森 努 オオモリ ツトム NAMAZU  PLUS  TOCHIGI 栃木県

男子C（２組） 5032 田中 昇 タナカ ノボル NAMAZU TOCHIGI 栃木県

男子C（２組） 5033 岩渕 史博 イワブチ フミヒロ 茨城県

男子C（２組） 5034 遠藤 直也 エンドウ ナオヤ prego 埼玉県

男子C（２組） 5035 安倍 伸文 アベ ノブフミ 栃木県
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男子C（２組） 5036 仲島 博則 ナカジマ ヒロノリ トレラバ 茨城県

男子C（２組） 5037 芦沢 幸嗣 アシザワ コウジ 530711 栃木県

男子C（２組） 5038 渡邊 和彦 ワタナベ カズヒコ 茨城県

男子C（２組） 5039 両方 貴宏 リョウカタ タカヒロ 栃木県

男子C（２組） 5040 阿部 宏 アベ ヒロシ エフテーサービス 福島県

男子C（２組） 5041 安部 真也 アベ シンヤ 栃木県

男子C（２組） 5042 齋藤 豊彦 サイトウ トヨヒコ 茨城県

男子C（２組） 5043 杉浦 聡 スギウラ サトシ 東京都

男子C（２組） 5044 佐藤 哲也 サトウ テツヤ 東京都

男子C（２組） 5045 柴山 裕之 シバヤマ ヒロユキ 栃木県

男子C（２組） 5046 石渡 秀幸 イシワタリ ヒデユキ 千葉県

男子C（２組） 5047 中村 仁 ナカムラ ジン 栃木県

男子C（２組） 5048 北岡 剛 キタオカ ゴウ JAC 埼玉県

男子C（２組） 5049 平山 護太郎 ヒラヤマ モリタロウ WEST 茨城県

男子C（２組） 5050 手塚 誠史 テヅカ マサシ 劇団キムラ 栃木県

男子C（２組） 5051 水野 智之 ミズノ トモユキ ワイルドバーズ 埼玉県

男子C（２組） 5052 並木 太一郎 ナミキ タイチロウ ＧＳＣＣ目黒通り 千葉県

男子C（２組） 5053 川村 広一 カワムラ コウイチ 千葉県

男子C（２組） 5054 浦上 忠利 ウラカミ タダトシ 栃木県

男子C（２組） 5055 森 浩一 モリ コウイチ 栃木県

男子C（２組） 5056 松井 成臣 マツイ ナルオミ 千葉県

男子C（２組） 5057 吉野 直人 ヨシノ ナオト ＳＪＮ 埼玉県

男子C（２組） 5058 齋藤 信人 サイトウ ノブト グレンツェン山形 東京都

男子C（２組） 5059 玉置 忠則 タマオキ タダノリ ワイルドバーズ 埼玉県

男子C（２組） 5060 磯野 洋一 イソノ ヨウイチ meiji cycling team 千葉県

男子C（２組） 5061 小谷野 健司 コヤノ ケンジ 茨城県

男子C（２組） 5062 洞澤 昇 ホラサワ ノボル テニスクラブ 神奈川県

男子C（２組） 5063 寺山 久 テラヤマ ヒサシ OTR 茨城県

男子C（２組） 5064 金井 聡 カナイ サトシ 柴田銀輪会 宮城県

男子C（２組） 5065 柳田 勝久 ヤナギダ カツヒサ 栃木県

男子C（２組） 5066 上野 貴彦 ウエノ タカヒコ 栃木県

男子C（２組） 5067 中島 祐一 ナカシマ ユウイチ チームユー 埼玉県

男子C（２組） 5068 矢島 義将 ヤジマ ヨシマサ クラブろーたす 埼玉県

男子C（２組） 5069 江口 恭章 エグチ タカアキ 茨城県

男子C（２組） 5070 清野 孝夫 セイノ タカオ 茨城県
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男子C（２組） 5071 阿部 和広 アベ カズヒロ 栃木県

男子C（２組） 5072 坂本 隆 サカモト タカシ 埼玉県

男子C（２組） 5073 佐藤 孝 サトウ タカシ TEAM NOW 茨城県

男子C（２組） 5074 丸山 光貴 マルヤマ ミツタカ ７０６９ｅｒｓ 埼玉県

男子C（２組） 5075 杉山 賢 スギヤマ サトシ 茨城県

男子C（２組） 5076 柴田 巧 シバタ タクミ ７０６９ｅｒｓ 神奈川県

男子C（２組） 5077 奥野 博文 オクノ ヒロフミ 栃木県

男子C（２組） 5078 須田 浩一 スダ ヒロヒト 山形県

男子C（２組） 5079 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ 茨城県

男子C（２組） 5080 福嶋 一仁 フクシマ カズヒト 東京都

男子C（２組） 5081 市川 明 イチカワ アキラ TEAM NOW 茨城県

男子C（２組） 5082 丹野 虎士己 タンノ コオキ 埼玉県

男子C（２組） 5083 藤岡 昌昭 フジオカ マサアキ le soleil 栃木県

男子C（２組） 5084 比氣 徹 ヒキ トオル トレラバ 茨城県

男子C（２組） 5085 吉岡 正則 ヨシオカ マサノリ 栃木県

男子C（２組） 5086 櫛田 哲 クシダ サトル チームNOW 茨城県

男子C（２組） 5087 田口 政良 タグチ マサヨシ 神奈川県

男子C（２組） 5088 大垣 広人 オオガキ ヒロト 栃木県

男子C（２組） 5089 三輪 洋照 ミワ ヒロアキ 東京都

男子C（２組） 5090 水越 栄司 ミズコシ エイジ 栃木県

男子C（２組） 5091 勝山 佳典 カツヤマ ヨシノリ 埼玉県

男子C（２組） 5092 服部 正行 ハットリ マサユキ チーム　マリリン 福島県

男子C（２組） 5093 五十嵐 裕人 イガラシ ヒロト チーム　マリリン 福島県

男子C（２組） 5094 柳町 広 ヤナギマチ ヒロシ 栃木県

男子C（２組） 5095 室木 貴行 ムロキ タカユキ 神奈川県

男子C（２組） 5096 勝又 東 カツマタ アズマ Li-re sleep 東京都

男子C（２組） 5097 赤井 剛 アカイ ゴウ 千葉県

男子C（２組） 5098 松本 貢一 マツモト コウイチ 神奈川県

男子C（２組） 5099 高橋 頼孝 タカハシ ヨリタカ 有賀園ゴルフ 群馬県

男子C（２組） 5100 長谷川 茂 ハセガワ シゲル 群馬県

男子C（２組） 5101 板坂 雅彦 イタサカ マサヒコ 夕霧峠 石川県

男子C（２組） 5102 福島 武 フクシマ タケシ Cycling Tsukuba 茨城県

男子C（２組） 5103 長瀬 琢也 ナガセ タクヤ EQMEN RACING 東京都

男子C（２組） 5104 南島 康一 ミナミジマ コウイチ 竹芝OKMサイクリング 東京都

男子C（２組） 5105 高塚 雅弘 タカツカ マサヒロ 千葉県



カテゴリー
ゼッケン

番号
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

やいた八方ヶ原ヒルクライムレース２０１９　エントリーリスト

男子C（２組） 5106 高橋 邦夫 タカハシ クニオ SUCC轍友会 埼玉県

男子C（２組） 5107 大房 均 オオフサ ヒトシ 群馬県

男子C（２組） 5108 峯岸 裕寿 ミネギシ ユウジ Team 908 茨城県

男子C（２組） 5109 伊藤 伸之 イトウ ノブユキ にゅひ～ん 千葉県

男子C（２組） 5110 廣瀬 昌弘 ヒロセ マサヒロ 栃木県

男子C（２組） 5111 鈴木 一成 スズキ カズナリ REIWA254 埼玉県

男子C（２組） 5112 近藤 慎介 コンドウ ノリユキ SNI自転車部 山梨県

男子C（２組） 5113 浅野 宏高 アサノ ヒロタカ 茨城県

男子C（２組） 5114 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ 株式会社白川電機製作所 埼玉県

男子C（２組） 5115 福田 真治 フクダ マサハル 東京都

男子C（２組） 5116 永見 健 ナガミ タケシ 栃木県

男子C（２組） 5117 高波 弘一 タカナミ コウイチ Top Speed 福島県

男子C（２組） 5118 市原 義信 イチハラ ヨシノブ インナーロー 千葉県

男子C（２組） 5119 遠藤 大輔 エンドウ ダイスケ 埼玉県

男子C（２組） 5120 田崎 昭一 タサキ ショウイチ JX磯原大盛塾NEMOTO 茨城県

男子C（２組） 5121 橋本 猛 ハシモト タケシ B.C宇都宮 栃木県

男子C（２組） 5122 内藤 頼光 ナイトウ ヨリミツ 埼玉県

男子C（２組） 5123 石川 光晴 イシカワ ミツハル B.C宇都宮 栃木県

男子C（２組） 5124 六笠 勝己 ムカサ カツミ 茨城県

男子C（２組） 5125 福田 忠彦 フクダ タダヒコ 東京都

男子C（２組） 5126 児玉 隆一 コダマ リュウイチ 東京都

男子C（２組） 5127 山﨑 洋一 ヤマザキ ヨウイチ Spokes 栃木県

男子C（２組） 5128 黛 敏治 マユズミ トシハル アドベンチャーサイクル 群馬県

男子C（２組） 5129 田中 敦 タナカ アツシ 埼玉県

男子C（２組） 5130 石川 智則 イシカワ トモノリ 群馬県

男子C（２組） 5131 吉沢 幸夫 ヨシザワ ユキオ 栃木県



カテゴリー
ゼッケン
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氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県
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男子D 6001 佐川 和美 サガワ カズミ BBR 福島県

男子D 6002 佐藤 俊之 サトウ トシユキ TopSpeed 福島県

男子D 6003 立川 久夫 タチカワ ヒサオ 三重県

男子D 6004 宮 勝彦 ミヤ カツヒコ 栃木県

男子D 6005 田中 一幸 タナカ カズユキ ハーフムーン 埼玉県

男子D 6006 石嶋 隆昌 イシジマ タカマサ 栃木県

男子D 6007 須藤 利夫 スドウ トシオ 大秦野学園自転車部 栃木県

男子D 6008 野原 宏治 ノハラ コウジ チームスカイベリー 栃木県

男子D 6009 大森 武志 オオモリ タケシ ＡｄｉＬ 福島県

男子D 6010 小沢 政男 オザワ マサオ 埼玉県

男子D 6011 鈴木 道雄 スズキ ミチオ 栃木県

男子D 6012 福村 雅幸 フクムラ マサユキ 千葉県

男子D 6013 高梨 秀一 タカナシ シュウイチ 三浦工務店 東京都

男子D 6014 瓜生 克彦 ウリュウ カツヒコ 茨城県

男子D 6015 海老沼 雄二 エビヌマ ユウジ 上毛レーシング 群馬県

男子D 6016 景山 茂 カゲヤマ シゲル OVERLOAD 栃木県

男子D 6017 齋藤 裕幸 サイトウ ヒロユキ てくのろくらぶ自転車部 栃木県

男子D 6018 武川 昌司 タケカワ マサジ 東京都

男子D 6019 村山 昌巳 ムラヤマ マサミ Divertire 栃木県

男子D 6020 久保木 昌久 クボキ マサヒサ 東京都

男子D 6021 岩田 文典 イワタ フミノリ 東京都

男子D 6022 福元 幸太郎 フクモト コウタロウ 神奈川県

男子D 6023 田中 孝浩 タナカ タカヒロ ＣＹＣＬＥＮＥＳＳ 埼玉県

男子D 6024 古口 和則 コグチ カズノリ 栃木県

男子D 6025 中村 文保 ナカムラ ノリヤス 埼玉県

男子D 6026 池田 和彦 イケダ カズヒコ SPACE ZEROPOINT 茨城県

男子D 6027 天ケ谷 亨 アマガヤ トオル スペースゼロポイント 茨城県

男子D 6028 菊地 一夫 キクチ カズオ 郡山サイクルフレンズ 福島県

男子D 6029 服部 隆志 ハットリ タカシ あおば 栃木県

男子D 6030 小川 幸男 オガワ ユキオ 栃木県

男子D 6031 河端 幸司 カワバタ コウジ 埼玉県

男子D 6032 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ 東京都

男子D 6033 近藤 大 コンドウ マサル 栃木県

男子D 6034 香川 新 カガワ シン Team All 矢板（仮） 栃木県

男子D 6035 工藤 竜也 クドウ タツヤ 東京都
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男子D 6036 伏木 昌人 フセギ マサト サーズデー 栃木県

男子D 6037 寺田 晴雄 テラダ ハルオ 栃木県

男子D 6038 清水 光則 シミズ ミツノリ 下野市役所 栃木県

男子D 6039 制野 勝 セイノ マサル 塙山くらぶ 茨城県

男子D 6040 高橋 恵一郎 タカハシ ケイイチロウ 宮城県

男子D 6041 村岡 智司 ムラオカ サトシ ＷＥ　ＬＯＶＥ　Ｏ２ 茨城県

男子D 6042 高田 昇 タカダ ノボル 高田油店 福島県

男子D 6043 吉田 隆司 ヨシダ タカシ サイクルガレージ KCS 大阪府

男子D 6044 佐々木 雄司 ササキ ユウジ 栃木県

男子D 6045 伊藤 晋次 イトウ シンジ 栃木県

男子D 6046 辺見 恒男 ヘンミ ツネオ 福島県

男子D 6047 田所 稔 タドコロ ミノル 茨城県

男子D 6048 郡山 智 コオリヤマ サトシ B.C.宇都宮 栃木県

男子D 6049 本間 芳幸 ホンマ ヨシユキ 千葉県

男子D 6050 諏訪 勝也 スワ カツヤ 東京都

男子D 6051 荻野 浩 オギノ ヒロシ Escalade 東京都

男子D 6052 上田 浩史 ウエダ ヒロフミ 栃木県

男子D 6053 鈴木 和哉 スズキ カズヤ RSR 茨城県

男子D 6054 鈴木 茂雄 スズキ シゲオ 栃木県

男子D 6055 山本 誠 ヤマモト マコト ＺＥＬＫＯＶＡ　ＲＣ 埼玉県

男子D 6056 吉田 満 ヨシダ ミツル 栃木県

男子D 6057 笹川 泰 ササカワ ヒロシ lost CAT 福島県

男子D 6058 鈴木 孝一 スズキ コウイチ lost CAT 福島県

男子D 6059 小林 茂 コバヤシ シゲル lost CAT 福島県

男子D 6060 高野 文雄 タカノ フミオ 栃木県

男子D 6061 高柳 幸雄 タカヤナギ ユキオ チーム ALL矢板(仮) 栃木県

男子D 6062 江口 直人 エグチ ナオト キヤノン 栃木県

男子D 6063 本棒 邦彦 ホンボウ クニヒコ 農林烏山自転車競技部 栃木県

男子D 6064 坂本 清光 サカモト キヨミツ 栃木県

男子D 6065 伊東 道夫 イトウ ミチオ 栃木県

男子D 6066 松田 輝洋 マツダ テルヒロ SPIRITO 東京都

男子D 6067 梅津 三郎 ウメツ サブロウ 栃木県

男子D 6068 両部 桂一 リョウベ ケイイチ オッティモ 千葉県

男子D 6069 佐々木 太志 ササキ フトシ 内房レーシングクラブ 千葉県

男子D 6070 斉藤 利幸 サイトウ トシユキ GEZELLIG 茨城県
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男子D 6071 塚原 淳 ツカハラ ジュン ラストワンマイル倶楽部 東京都

男子D 6072 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ オンザロード 千葉県

男子D 6073 川上 幸司 カワカミ コウジ 栃木県

男子D 6074 飯塚 範夫 イイヅカ ノリオ Ｆmoser 栃木県

男子D 6075 今野 政明 コンノ マサアキ Velo Club ARAI 宮城県

男子D 6076 須田 克身 スダ カツミ 群馬県

男子D 6077 大貫 等 オオヌキ ヒトシ 埼玉県

男子D 6078 石塚 清 イシヅカ キヨシ 栃木県

男子D 6079 高橋 遵 タカハシ ジュン 東京都

男子D 6080 阿部 富男 アベ トミオ 埼玉県

男子D 6081 遠藤 孝 エンドウ タカシ オンザロード 茨城県

男子D 6082 大山 直人 オオヤマ ナオト 大山はつらいよ 埼玉県

男子D 6083 池田 禎久 イケダ ヨシヒサ ラ　スペランツァ 埼玉県

男子D 6084 石川 博 イシカワ ヒロシ アンタレス足利 栃木県

男子D 6085 菊地 進 キクチ ススム チームキタサカ 福島県

男子D 6086 齋藤 吉明 サイトウ ヨシアキ 千葉県

男子D 6087 大内 康弘 オオウチ ヤスヒロ 東京都

男子D 6088 小林 和宗 コバヤシ カズムネ 栃木県

男子D 6089 吉田 真大 ヨシダ マサヒロ PEDALSUP 神奈川県

男子D 6090 日里 寿行 ニッサト トシユキ NAMAZU TOCHIGI 栃木県

男子D 6091 田原 康人 タハラ ヤスト 茨城県

男子D 6092 澁谷 輝一 シブヤ キイチ 栃木県

男子D 6093 星 啓太 ホシ ケイタ 栃木県

男子D 6094 綱川 峡司 ツナカワ キョウジ 栃木県

男子D 6095 西村 克彦 ニシムラ カツヒコ YOU CAN 八王子 東京都

男子D 6096 柏谷 拓伸 カシタニ ヒロノブ Firstbikes 東京都

男子D 6097 内田 功 ウシダ イサオ 東京都

男子D 6098 飯塚 英彦 イイヅカ ヒデヒコ 栃木県

男子D 6099 丸田 誠 マルタ マコト 長野県

男子D 6100 佐藤 俊雄 サトウ トシオ 千葉県

男子D 6101 吉羽 健二 ヨシバ ケンジ 茨城県

男子D 6102 井原 徳幸 イハラ ノリユキ 大泉愛輪会 大阪府

男子D 6103 水柿 昌彦 ミズカキ マサヒコ 茨城県

男子D 6104 鈴木 啓之 スズキ ヒロユキ 栃木県

男子D 6105 坪内 豊 ツボウチ ユタカ 埼玉県
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男子D 6106 二村 孝 フタムラ タカシ 831 埼玉県

男子D 6107 岸 則夫 キシ ノリオ 栃木県

男子D 6108 鈴木 恒二 スズキ ツネジ すずき理容 福島県

男子D 6109 青木 一晃 アオキ カズアキ 栃木県

男子D 6110 豊田 哲士 トヨダ サトシ 栃木県

男子D 6111 大和田 和男 オオワダ カズオ チーム　ニルス 茨城県

男子D 6112 西野 博文 ニシノ ヒロブミ WEST 茨城県

男子D 6113 浅香 守弘 アサカ モリヒロ WEST 東京都

男子D 6114 伊藤 賢一 イトウ ケンイチ WEST 東京都

男子D 6115 小松崎 惣一 コマツザキ ソウイチ おおえだRT 茨城県

男子D 6116 宍戸 信二 シシド シンジ 福島県

男子D 6117 鈴木 昭弘 スズキ アキヒロ 831 埼玉県

男子D 6118 四十八願 勉 ヨイナラ ツトム 栃木県

男子D 6119 横山 哲也 ヨコヤマ テツヤ 千葉県

男子D 6120 大場 泰彦 オオバ ヤスヒコ SBC 神奈川県

男子D 6121 唐澤 郁夫 カラサワ イクオ 東京都

男子D 6122 熊谷 龍生 クマガイ タツオ 千葉県

男子D 6123 新 秀雄 アタラシ ヒデオ 埼玉県

男子D 6124 伴 勉 バン ツトム 宇都宮村上塾 栃木県

男子D 6125 田辺 隆 タナベ タカシ ＨＳＨＫ 千葉県

男子D 6126 二木 明彦 フタキ アキヒコ アキ動物病院 東京都

男子D 6127 山田 一弘 ヤマダ カズヒロ 辰巳会 群馬県

男子D 6128 中久喜 正敬 ナカクキ マサタカ 栃木県

男子D 6129 鈴木 和宏 スズキ カズヒロ 東京都

男子D 6130 小松 由明 コマツ ヨシアアキ 栃木県

男子D 6131 二渡 基成 フタワタリ モトナリ チームＡＬＬ矢板（選手兼監督） 栃木県

男子D 6132 高橋 吉三 タカハシ ヨシミ 栃木県

男子D 6133 高橋 寿洋 タカハシ トシヒロ 千葉県

男子D 6134 関口 秀紀 セキグチ ヒデキ 東京都

男子D 6135 兼子 辰治 カネコ シンジ 茨城県

男子D 6136 西川 賢二 ニシカワ ケンジ 茨城県

男子D 6137 御代田 直実 ミヨタ ナオミ 埼玉県

男子D 6138 花嶋 泰弘 ハナシマ ヤスヒロ Ｆｌｅｃｈａ 茨城県

男子D 6139 森 英夫 モリ ヒデオ 東京都

男子D 6140 荒川 貴行 アラカワ タカユキ 栃木県
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男子D 6141 春山 勝典 ハルヤマ カツノリ 南会津サスケネ 福島県

男子D 6142 鷺谷 茂 サギヤ シゲル チームニルス 茨城県

男子D 6143 山田 征道 ヤマダ ユキミチ クラブ アシビーバ 栃木県

男子D 6144 瀧口 兼太郎 タキグチ ケンタロウ 杉戸走友会 埼玉県

男子D 6145 佐藤 由己 サトウ ユウキ チーム拝承 神奈川県

男子D 6146 森 昇 モリ ノボル チーム拝承 神奈川県

男子D 6147 渋田 勉 シブタ ツトム 茨城県

男子D 6148 佐藤 茂 サトウ シゲル 宮城県

男子D 6149 天堂 栄二 テンドウ エイジ 埼玉県

男子D 6150 舩田 和浩 フナダ カズヒロ 茨城県庁 茨城県

男子D 6151 伊藤 信彦 イトウ ノブヒコ KRC 栃木県

男子D 6152 早乙女 和彦 ソウトメ カズヒコ 栃木県

男子D 6153 萩原 努 ハギハラ ツトム 東京都

男子D 6154 神部 尚志 カンベ ヒサシ 宮城県

男子D 6155 笠間 伸一 カサマ シンイチ 神奈川県

男子D 6156 西條 祐樹 サイジョウ ユウキ 宮城県

男子D 6157 小松 義尚 コマツ ヨシタカ オヤマスキー 茨城県

男子D 6158 保坂 好明 ホサカ ヨシアキ 埼玉県

男子D 6159 小林 浩二 コバヤシ コウジ 栃木県

男子D 6160 三好 充 ミヨシ ミツル 岸和田ツーリングクラブ 大阪府

男子D 6161 植田 宏 ウエダ ヒロシ 神奈川県

男子D 6162 木村 良久 キムラ ヨシヒサ 栃木県

男子D 6163 勅使河原 浩 テシガワラ ヒロシ 栃木県

男子D 6164 小林 修 コバヤシ オサム イロハ 山梨県

男子D 6165 小田 春彦 オダ ハルヒコ 愛知県

男子D 6166 佐藤 仁一 サトウ ジンイチ 栃木県

男子D 6167 山本 敦 ヤマモト アツシ 東京都

男子D 6168 新井 秀行 アライ ヒデユキ セントラルレーシングクラブ群馬 群馬県

男子D 6169 菊地 憲司 キクチ ケンジ チーム4けん 東京都

男子D 6170 三浦 耕司 ミウラ コウジ ヴィクトリア 東京都

男子D 6171 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 群馬県

男子D 6172 重田 清行 シゲタ キヨユキ 丸子橋ロードクラブ 東京都

男子D 6173 高田 雅一 タカダ マサカズ オンザロード 茨城県

男子D 6174 丸田 卓 マルタ タカシ 越後銀輪ＢＣ 新潟県

男子D 6175 中田 泰人 ナカタ ヤスト 埼玉県
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男子D 6176 林崎 伸師 ハヤシザキ シンジ ベルエキップ 岩手県

男子D 6177 佐貫田 尚亮 サヌキダ タカアキ 青葉区歯科医師会 神奈川県

男子D 6178 門奈 昭宏 モンナ アキヒロ おおえだRT 茨城県

男子D 6179 中 勝 ナカ マサル 埼玉県

男子D 6180 関 雅史 セキ マサシ 東京都

男子D 6181 福田 穣 フクダ ミノル 栃木県

男子D 6182 菊池 達雄 キクチ タツオ TS TECH 自転車部 栃木県

男子D 6183 鍛治 忠和 カジ タダカズ ｔｔｒ 富山県

男子D 6184 梅原 世史 ウメハラ セイシ 神奈川県

男子D 6185 田浪 優 タナミ マサル モンテラック 東京都

男子D 6186 岡部 秀克 オカベ ヒデカツ ユーロスポーツインテグレーション 埼玉県

男子D 6187 廣田 三智夫 ヒロタ ミチオ 東京都

男子D 6188 菊池 透 キクチ トオル なるしまフレンド 神奈川県

男子D 6189 菱倉 仁 ヒシクラ ヒトシ YOKOSUKA　UNO RACING 神奈川県

男子D 6190 田中 俊吾 タナカ シュンゴ CLUB TA-BO 千葉県

男子D 6191 坂本 秀幸 サカモト ヒデユキ Team SST 茨城県

男子D 6192 館崎 淳 タテザキ アツシ 埼玉県

男子D 6193 田中 宏司 タナカ ヒロシ チームＲ＆Ｄ 群馬県

男子D 6194 横山 誠一 ヨコヤマ セイイチ 栃木県

男子D 6195 宮寺 英明 ミヤデラ ヒデアキ 東京都

男子D 6196 新井 隆志 アライ タカシ Ta-bo 千葉県

男子D 6197 伊東 真司 イトウ シンジ 福島県

男子D 6198 山本 光治 ヤマモト ミツハル 埼玉県

男子D 6199 岡本 和也 オカモト カズヤ 栃木県

男子D 6200 落合 健一 オチアイ ケンイチ 栃木県
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ヘビー級 7001 川田 大貴 カワタ ヒロキ 栃木県

ヘビー級 7002 関 千音夢 セキ セオン 東京都

ヘビー級 7003 山中 敦仁 ヤマナカ ノブヨシ 栃木県

ヘビー級 7004 松田 裕史 マツダ ヒロフミ チーム春嶽 山形県

ヘビー級 7005 五十嵐 信夫 イガラシ ノブオ Ｓｉｇｅｎａｌ 群馬県

ヘビー級 7006 佐瀬 宗司 サゼ ソウジ 福島県

ヘビー級 7007 森田 悦宜 モリタ ヨシタカ 栃木県

ヘビー級 7008 仁科 洋人 ニシナ ヒロト 千葉県

ヘビー級 7009 佐藤 健 サトウ タケル 千葉県

ヘビー級 7010 中山 沢 ナカヤマ タク 大島じてんしゃ協会 東京都

ヘビー級 7011 杉山 吉信 スギヤマ ヨシノブ 東京都

ヘビー級 7012 花畠 昭太 ハナバタケ ショウタ 埼玉県

ヘビー級 7013 大内 聡 オオウチ サトシ 東京都

ヘビー級 7014 岩井 誠 イワイ マコト 埼玉県

ヘビー級 7015 廣澤 伸浩 ヒロサワ ノブヒロ 530711 栃木県

ヘビー級 7016 松本 悠斗 マツモト ユウト Paddy Hitachinaka 茨城県

ヘビー級 7017 稲葉 祐司 イナバ ユウジ 栃木県

ヘビー級 7018 岡部 保 オカベ タモツ NSKベアリング 福島県

ヘビー級 7019 山中 悠介 ヤマナカ ユウスケ UKAUKA Cycling 東京都
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男子小・中学生 8001 松本 溜凪 マツモト ルナ ブラウ・ブリッツェン 栃木県

男子小・中学生 8002 相村 真翔 アイムラ マナト ブラウ・ブリッツェン 栃木県

男子小・中学生 8003 大出 匠 オオイデ タクミ 沼田市白沢中学校 群馬県

男子小・中学生 8004 秋元 碧 アキモト アオ ブラウ・ブリッツェン 栃木県

男子小・中学生 8005 樫村 凌太朗 カシムラ リョウタロウ 茨城県

男子小・中学生 8006 谷口 悠一 ヤグチ ユウイチ 栃木県

男子小・中学生 8007 林 龍甫 ハヤシ リュウスケ 栃木県

男子小・中学生 8008 丸田 陸 マルタ リク 長野県

男子小・中学生 8009 芦沢 汐悠 アシザワ キヨヒサ ブラウブリッツェンU15 栃木県

男子小・中学生 8010 萩谷 蒼風 ハギヤ ソラ Flecha 茨城県

男子小・中学生 8011 川田 翔太 カワダ ショウタ Flecha（フレーチャ） 東京都

男子小・中学生 8012 伊東 文仁 イトウ フミヒト 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県

男子小・中学生 8013 山口 虎太郎 ヤマグチ コタロウ COW GUMMA 栃木県

男子小・中学生 8014 室木 尚貴 ムロキ ナオタカ 神奈川県

男子小・中学生 8015 本井 大裕 モトイ ダイスケ ブラウブリッツェン　U15 栃木県

男子小・中学生 8016 成瀬 怜 ナルセ リョウ 茨城県

男子小・中学生 8017 成瀬 謙汰 ナルセ ケンタ 茨城県

男子小・中学生 8018 都丸 藍音 トマル ラント COW GUMMA 群馬県

男子小・中学生 8019 山本 幹太 ヤマモト カンタ 埼玉県

男子小・中学生 8020 宇梶 智悠 ウカジ トモヒサ 栃木県

男子小・中学生 8021 西海 龍 ニシウミ リュウ 宇都宮大学教育学部附属中学校 栃木県

男子小・中学生 8022 堀口 稜太 ホリグチ リョウタ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県
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女子 9001 小池 晶子 コイケ アキコ 宇都宮ハンマーヘッド 栃木県

女子 9002 久保木 真由美 クボキ マユミ 東京都

女子 9003 小日向 妙子 コヒナタ タエコ 栃木県

女子 9004 草野 誠子 クサノ ヨシコ 神奈川県

女子 9005 川上 惠美子 カワカミ エミコ チームピニャータ 神奈川県

女子 9006 森田 由美子 モリタ ユミコ 栃木県

女子 9007 杉崎 千映子 スギサキ チエコ チームニルス 茨城県

女子 9008 ブレスト 由香里 ブレスト ユカリ Attaquer Cycling 栃木県

女子 9009 御処野 好美 ゴショノ ヨシミ 埼玉県

女子 9010 佐藤 ゆみ サトウ ユミ 千葉県

女子 9011 梅山 良子 ウメヤマ ヨシコ Teame Ashiviva 栃木県

女子 9012 白土 保子 シラト ヤスコ 栃木県

女子 9013 澁澤 晃子 シブサワ アキコ ＡＬＬＥＧＲＯ 群馬県

女子 9014 石川 由紀子 イシカワ ユキコ 茨城県

女子 9015 向井 菜見子 ムカイ ナミコ TEAM Ksy 東京都

女子 9016 廣瀬 博子 ヒロセ ヒロコ Pedalist 神奈川県

女子 9017 川上 由利恵 カワカミ ユリエ 千葉県

女子 9018 服部 絢子 ハットリ ジュンコ フレンド商会 東京都

女子 9019 山澤 洋子 ヤマザワ ヨウコ アキ動物病院 東京都

女子 9020 高橋 綾 タカハシ アヤ 上毛レーシング 群馬県

女子 9021 上野 英子 ウエノ エイコ VIVA ZAPPEI 東京都

女子 9022 滝沢 里井 タキザワ サトイ 埼玉県

女子 9023 関 侑華 セキ ユウカ 東京都

女子 9024 田中 庸子 タナカ ノリコ 栃木県

女子 9025 高橋 良枝 タカハシ ヨシエ オヤマスキー 茨城県

女子 9026 上杉 光璃 ウエスギ ヒカリ 東京都

女子 9027 木下 あゆみ キノシタ アユミ 埼玉県

女子 9028 菊池 香 キクチ カオリ なるしまフレンド 神奈川県

女子 9029 栗原 春湖 クリハラ ハルコ 埼玉県

女子 9030 岡本 彩那 オカモト アヤナ ブラウブリッツェン 栃木県


