
男子主催者選抜クラス　スタートリスト

ナンバー 氏名 所属チーム

101 兼松　大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ Ｔｅａｍ　Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏａｄ

102 森本　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ ＧＯＫＩＳＯ

103 大久保　知史 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ チーム亀風

104 田中　裕士 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ グランペール

105 星野　貴也 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ

106 嘉瀬　峻介 ｶｾ ｼｭﾝｽｹ 山形大学

107 宿谷　英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ 竹芝サイクルレーシング

108 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

109 武田　祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 桜高軽音部

110 松木　匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＭＩＶＲＯ

111 大野　拓也 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ ＯＶＥＲＨＥＡＴ

112 加藤　友泰 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

113 高木　紀和 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 自在

114 落合　明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ

115 中川　真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ＶＩＶＡ雑兵

116 菅原　隆吾 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｺﾞ 自在

117 鳥飼　建太郎 ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ ＤＥＣＯＪＡ

118 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 六本木エクスプレス

119 本柳　隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ チームＷＡＤＡ

120 田村　篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ チームＲ＆Ｄ

121 田崎　友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ Ｆ（ｔ）麒麟山Ｒａｃｉｎｇ

122 乾　友行 ｲﾇｲ ﾄﾓﾕｷ Ｔｅａｍ　Ｕｋｙｏ　Ｒｅｖｅ

123 森田　晃正 ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ 天狗党：津田工業

124 渡辺　佑樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｔｅａｍ　ＳＯＮＩＣ

125 内尾　知生 ｳﾁｵ ﾄﾓｷ チームカルプ

126 新宮　誠 ｼﾝｸﾞｳ ﾏｺﾄ チームぷしゅ

127 加賀谷　悟 ｶｶﾞﾔ ｻﾄﾙ ＳＨＯＷＡ．Ｒ．Ｆ

128 高橋　利尚 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾅｵ パインヒルズ９０

129 山本　勝太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ　極

130 土肥　桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ 無所属

131 狩野　敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 上毛レーシング

132 矢部　周作 ﾔﾍﾞ ｼｭｳｻｸ ＣＣＧＰ

133 後藤　晃治 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ アクアタマ

134 浦上　雅弘 ｳﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾛ ＨＣ富山シリーズ参戦者の会

135 ハナダ　キヨシ ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖｼ 青森方面隊

136 室　慎也 ﾑﾛ ｼﾝﾔ ＫＩＺＯＫ



137 丹藤　翔 ﾀﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ Ｇａｕｄｅｎｔｅ　Ｃｉｃｌｉｓｔａ

138 井上　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ Ｍａｇｅｌｌａｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｊａｐ

139 仙田　直行 ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ

140 檜室　建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ ネクストリームうどん虹や

141 南島　康一 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 竹芝サイクルレーシング

142 楠本　将平 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ もりさいくる

143 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ＳＥＫＩＹＡ

144 鈴木　岳志 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ ＷＡＰＰＡ

145 中村　龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ チームコバリン

146 板子　佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ Ｌｉｆｅ　　ｒｉｄｅ

147 高橋　義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ チームＣＢ

148 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ Ｍｏｎｔ　ｅｔ　Ｌａｃ

149 桂　正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ あらかわＺｏｏ　Ｒａｃｉｎｇ

150 清宮　洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 竹芝サイクルレーシング

151 橋本　謙司 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ハシ犬

152 大倉　壮 ｵｵｸﾗ ｿｳ ｔｅａｍＹＯＵＣＡＮ

153 安達　裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ

154 久保　敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ ＳＩＭＩＺＵ　ＲＡＣＩＮＧ

155 岸本　崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ ＱＢＢ／サクラマチサイクル

156 尾鷲　猛 ｵﾜｼ ﾀｹｼ ＳＤＬ

157 福島　秀彰 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

158 折橋　孝治 ｵﾘﾊｼｺｳｼﾞ ｺｳｼﾞ Ｃａｍｐｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ

159 濵野　巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ おちんぎんれーしんぐ

160 小林　成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ

161 花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ Ｉｒｉｓ自転車部

162 高橋　良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ＣＯＷＧＵＭＭＡ

163 伊奈　孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ おちんぎんれーしんぐ

164 酒井　智寛 ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ ＤＥＳＴＲＡ

165 西田　尚平 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ＧＩＡＮＴ　港北

166 大西　武史 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 大石塾＋ＫＣＴ

167 配嶋　俊平 ﾊｲｼﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ チームＣＢ

168 河合　智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ ＮＩＫＯ　ＦＡＣＴＯＲＹ

169 高杉　知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ イナーメ信濃山形

170 須藤　克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ シクル・マーモット

171 増井　義政 ﾏｽｲ ﾖｼﾏｻ シクロクラブ

172 横田　慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

173 荒瀧　隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ

174 谷古宇　俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ おおめしぐらいまー

175 長島　教之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 天照ｃｓｔ＆矢板市地域おこし

176 本田　健司 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ ＳＵＮＺＯＫＵ



177 鈴木　真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ Ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ

178 前田　篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

179 早馬　涼介 ﾊﾔｳﾏ ﾘｮｳｽｹ

180 花田　研太 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ ｔｅａｍ　ＳＵＮＺＯＫＵ

181 赤井　宏行 ｱｶｲ ﾋﾛﾕｷ

182 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ 大泉愛輪会

183 岡　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ イナーメ信濃山形

184 山口　篤 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ

185 齊藤　雅仁 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 郡山サイクルフレンズ

186 筧　五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ ５６サイクル


