
3st ロードレース　１－４ 5.1km×４　　20.4ｋｍ
ゼッケン 姓名 ふりがな チーム名

1 東 宣誓 あずま のりちか
2 尾関 将樹 おぜき まさき 名古屋大学トライアスロン部
3 笠松 卓矢 かさまつ たくや TEAM 光
4 橋本 嶺登 はしもと れいと 中野立志舘高校
5 早矢仕 秀一 はやし ひでかず ファントムサイクリング
6 平田 千枝 ひらた ちえ
7 不破 義将 ふわ よしまさ
8 芳野 正裕 ほうの まさひろ FKD Racing
9 間所 智幸 まどころ ともゆき Ring×2 Cycling Team
10 安井 誠治 やすい せいじ
11 山中 集平 やまなか しゅうへい
12 若山 義郎 わかやま よしお
15 荻原 朋樹 おぎはら ともき
16 亀山 隆志 かめやま たかし 名岐ベント
19 冨永 敬亮 とみなが けいすけ まほロバRC
23 伊藤 政利 いとう まさとし TADO　BICYCLE　TEAM
24 河合 鯨 かわい いさな 大人の自転車部
25 清原 昂也 きよはら こうや
26 迫 敏 さこ さとし
27 中嶋 貴 なかじま たかし
28 垣本 直人 かきもと なおと DESTRA
29 福田 和晃 ふくだ かずあき AFRT

3st ロードレース　１－３ 5.1km×５　　25.5ｋｍ
ゼッケン 姓名 ふりがな チーム名

1 秋田 和彦 あきた かずひこ DENSO RACING 
2 池上 徹 いけがみ とおる KRC
3 入谷 康視 いりたに やすし 零式
4 梶野 秀忠 かじの ひでただ DENSO RACING
5 樹神 雄平 こだま ゆうへい TEAM 光
6 斉藤 友治 さいとう ゆうじ チーム９００レーシング
7 鹿倉 大 しかくら まさる DENSO RACING
8 高田 侑亮 たかだ ゆうすけ DRONE
9 竹生 正幸 たけお まさゆき まるいち
10 田中 利幸 たなか としゆき TCC-SPEED
11 田中 秀明 たなか ひであき TCC-SPEEDO
12 十一 達哉 といち たつや
13 豊崎 正裕 とよさき まさひろ KYB
14 早川 信明 はやかわ のぶあき WESTBERG/ProRide
15 藤原 成人 ふじはら なると 志摩サイクリング
16 松岡 慎司 まつおか しんじ チーム900レーシング
17 松邨 優一 まつむら ゆういち 松邨柔道クラブ
18 山崎 諭 やまざき さとし
19 山下 晶太郎 やました しょうたろう えらにゃあ
20 山本 智哉 やまもと ともや DENSO RACING
21 若代 真二 わかしろ しんじ FUKADAまじりんぐ
22 渡辺 越夫 わたなべ えつお 熱狂的中日ファン
31 香月 眞一 かつき しんいち Team Daddy
32 河合 一徳 かわい かずのり
33 関戸 勝 せきど まさる Mt.Hase321
34 土屋 琢也 つちや たくや 一番★星
35 舩橋 優太 ふなはし ゆうた KINAN AACA



3st ロードレース　１－２ 5.1km×７　　35.7ｋｍ
ゼッケン 姓名 ふりがな チーム名

1 荒川 聡太郎 あらかわ そうたろう 岡山大学自転車競技部
2 井村 彰悟 いむら しょうご mkw
3 小野 真一 おの まさかず 岡山大学自転車競技部
4 木全 俊貴 きまた としき 龍谷大学
5 熊野賢 くまの さとし BUCYOcoffee.CLT
6 小南 友和 こみなみ ともかず デストラ
7 富樫 紀隆 とがし のりたか ウォークライド
8 中村 彰伸 なかむら あきのぶ Cannonball.jp
9 西邑 俊宏 にしむら としひろ balba金沢
10 野中 誠規 のなか まさのり RITCHY BREZZAカミハギRT
11 福田 俊太郎 ふくだ しゅんたろう Coraggio Kawanishi Cycling Team Ｊｒ.
12 福田 佑紀 ふくだ ゆうき OKDJP
13 牧野 徹 まきの とおる 自転車道
14 松邨 浩樹 まつむら ひろき 松邨柔道クラブ
15 森下 大剛 もりした だいごう RITCHEY BREZZA カミハギ RT
16 山下 秀剛 やました ひでたか sportech
17 Tim Kendall てぃむ けんだる Team Catarina
20 多田 悠人 ただ ゆうと 京都大学自転車競技部
24 堀田 耕司 ほった こうじ RITCHEY  BREZZA カミハギRT
25 三島 孝博 みしま たかひろ TCC-SPEED
26 石河 良介 いしかわ りょうすけ
27 一色 寛之 いっしき ひろゆき
28 大橋 宣之 おおはし のぶゆき
29 岡林 秀樹 おかばやし ひでき B-SOUL
30 川口 卓行 かわぐち たかゆき DESTRA
31 北川 大慈 きたがわ だいじ
32 小原 隆 こはら ゆたか KINAN AACA
33 下世古 拓見 しもせこ たくみ Excelsior
34 新谷 隆史 しんたに たかふみ
35 高橋 健一 たかはし けんいち White Jack
36 高橋 孝直 たかはし たかなお
37 難波 倫宏 なんば みちひろ TONDEMO 
38 服部 泰成 はっとり やすなり
39 前川 圭助 まえがわ けいすけ white jack
40 松山 恭男 まつやま やすお Excelsior
41 宮田 琢視 みやた たくみ FUKADAまじりんぐ
42 宮村 優 みやむら まさる ONE/WD
43 和田　宗浩 わだ むねひろ RITCHEY BREZZA カミハギ RT
44 Charles Weisnerちゃーるず ニールプライド南信スバルサイクリングチーム

46 三谷 尚史 みたに ひさし DESTRA



3st ロードレース　１－１ 5.1km×２０　　102ｋｍ
ゼッケン 姓名 ふりがな チーム名

1 大濱 篤史 おおはま あつし チバポンス川口農園
2 奥村 隆平 おくむら りゅうへい DESTRA
3 北野 普識 きたの ゆきのり イナーメ信濃山形
4 児玉 岳史 こだま たけし 筑波大学　ＯＢ
5 小室 雅成 こむろ まさなり WALKRIDE
6 佐藤 信哉 さとう しんや VC Fukuoka
7 佐野 友哉 さの ともや TEAM YOUCAN
8 科野 大蔵 しなの だいぞう Coraggio Kawanishi Cycling Team
9 下島 将輝 しもじま まさき Coraggio Kawanishi Cycling Team 
10 筧 太一 かけい　たいち BUCYO COFFEE
11 杉本 悠飛 すぎもと ゆうひ イナーメ信濃山形
12 福留 康介 ふくどめ こうすけ イナーメ信濃山形
13 水野 貴行 みずの たかゆき ニールプライド南信スバルサイクリングチーム

14 光山 英典 みつやま ひでのり
15 柳瀬 慶明 やなせ みちあき Coraggio Kawanishi Cycling Team
16 小野 尊之 おの たかゆき 龍谷大学
17 湯浦 裕貴 ゆうら やすたか チームヤマシゲ
18 吉原 健太郎 よしはら けんたろう DESTRA
19 若杉 圭祐 わかすぎ けいすけ シエルヴォ奈良　MIYATA-MERIDA　レーシングチーム

20 池本 真也 いけもと しんや
21 窪木 一茂 くぼき かずしげ Team UKYO
22 綾部 勇成 あやべ たけあき 愛三工業
23 野中 竜馬 のなか りょうま KINAN Cycling Team
24 中西　重智 なかにし しげとも KINAN Cycling Team
25 山本 雅道 やまもと まさみち KINAN Cycling Team
26 小暮 貴士 こぐれ たかし DESTRA
27 Loïc Desriac ろいっく でりあっく KINAN Cycling Team
28 Ricardo Garcia りかるど がるしあ KINAN Cycling Team

29 中村 龍太郎 なかむら りゅうたろう イナーメ信濃山形
32 伊藤 舜紀 いとう しゅんき ボンシャンス
33 筧 五郎 かけい ごろう 56サイクル
34 須々田 匠 すすた たくみ 京都大学
35 土居 隆昌 どい たかあき
36 野島 遊 のじま ゆう Cycle☆Lover's
38 林 遼 はやし りょう 東京大学自転車部競技班
40 増田 弘誠 ますだ ひろなが ボンシャンス
41 萬谷 和志 まんたに かずし 岡山大学自転車競技部
43 阿曽 光佑 あそ こうすけ
44 岡本 裕太郎 おかもと ゆうたろう 京都大学
45 小川 修 おがわ おさむ TSU RACING
46 小澤 健二 おざわ けんじ
47 金澤 一流 かなざわ いちる 豊田北高校
48 川瀬 章史 かわせ あきふみ ＤＥＳＴＲＡ
49 雑賀 大輔 さいか だいすけ Blanche
50 山藤 祐輔 ざんとう ゆうすけ なるしまレーシングチーム
51 柴田 雅之 しばた まさゆき 龍谷大学
52 新谷 匡史 しんたに まさし 岡崎高校
53 谷 直亮 たに なおすけ
54 西川 達夫 にしかわ たつお
55 松清 秀雄 まつきよ ひでお
56 宮本 典幸 みやもと のりゆき
57 矢口 隆三 やぐち りゅうぞう トンデモクラブ
58 山内 怜旺 やまうち れお 名古屋高校自転車競技部
59 Bruno Guezet ぶるの げぜ ニールプライド南信スバルサイクリングチーム

60 Poul Salisbury ぽーる そーるずべりー イナーメ信濃山形


