
№ ｶﾃｺﾞﾘｰ 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 都道府県 所　属

1 女子 SCARSINI GIGLIOLA ｽｶﾙｼｰﾆ ｼﾞﾘｵｰﾗ 53 イタリア

2 女子 RAINIS BEPPINA ﾚｲﾝｽﾞ ﾍﾞｯﾋﾟｰﾅ 55 イタリア

3 女子 望月美和子 ﾐﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 22 静岡 興津螺旋株式会社

4 女子 松尾　揚子 ﾏﾂｵ ﾖｳｺ 40 静岡 ミソノイレーシングチーム

5 女子 平松　智子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 42 愛知 Muur zero

6 女子 苅田　磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 53 神奈川 竹芝サイクルレーシング

11 男子Ｅ FORGIARINI CARLO ﾌｫﾙｼﾞｬﾘｰﾆ ｶﾙﾛ 23 イタリア

12 男子Ｅ 山口　健介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 19 愛知 中京法律専門学校

13 男子Ｅ 折橋　孝治 ｵﾘﾊﾗ ｺｳｼﾞ 22 千葉 湾岸サイクリングユナイテッド

14 男子Ｅ 飯塚　剛士 ｲｲﾂﾞ ｶﾀｹｼ 25 静岡 bici-okadaman

15 男子Ｅ 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 25 千葉 イナーメ信濃山形

16 男子Ｅ 武安　春輝 ﾀｹﾔｽ ﾊﾙｷ 26 東京

17 男子Ｅ 高木　俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 27 神奈川 BIKETOWN

21 男子Ｊ 石倉　玄太 ｲｼｸﾗ ｹﾞﾝﾀ 16 神奈川 二宮高校

22 男子Ｊ 北村虎之介 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 16 神奈川 二宮高校

23 男子Ｊ 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 16 静岡 伊豆総合高校

24 男子Ｊ 古川　裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 17 静岡 SMBros.

25 男子Ｊ 吉野　　匠 ﾖｼﾉ ｼｮｳ 17 神奈川 二宮高校

26 男子Ｊ 大村　一成 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 17 静岡 星陵高校

27 男子Ｊ 野寺　歩夢 ﾉﾃﾞﾗ ｱﾕﾑ 17 静岡 伊豆総合高校

28 男子Ｊ 續木　龍偉 ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｲ 18 静岡 山梨学院大学

31 男子Ｍ1 青野　淳一 ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 30 静岡 ミソノイレーシング

32 男子Ｍ1 牧田　　史 ﾏｷﾀ ﾌﾐﾄ 30 静岡

33 男子Ｍ1 鈴木　拓馬 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 32 静岡

34 男子Ｍ1 小川　正樹 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 32 東京 HOKULEI

35 男子Ｍ1 右原　健寛 ｳﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ 33 静岡 Squadra di LAVORANTE

36 男子Ｍ1 佐々木　洸 ｻｻｷ ﾀｹｼ 33 静岡 Squadra di LAVORANTE

37 男子Ｍ1 田中　寿洋 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 33 東京 なるしまフレンド

38 男子Ｍ1 中野　佳祐 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ 30 東京

39 男子Ｍ1 佐野　和矢 ｻﾉ ｶｽﾞﾔ 34 静岡 municipio comune di Fuji チキン☆ブルー

40 男子Ｍ1 仁科　孝文 ﾆｼﾅ ﾀｶﾌﾐ 35 静岡 legame、沼トラ

41 男子Ｍ1 川又　　直 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾀﾞｼ 36 静岡 Pinazou Test Team

42 男子Ｍ1 大塚　貴光 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾐﾂ 36 千葉 Aquls Racing Team

43 男子Ｍ1 森本　　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 36 愛知 GOKISO

44 男子Ｍ1 増島　賢児 ﾏｽｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 37 東京 legame

45 男子Ｍ1 松枝　健二 ﾏﾂｶﾞｴ ｹﾝｼﾞ 37 千葉 船橋サンデーライド

46 男子Ｍ1 廣瀬　　敦 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ 37 静岡 フィッツ

47 男子Ｍ1 太田　明宏 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 38 神奈川 Pinazou Test Team

48 男子Ｍ1 山田　高嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 39 静岡 ミソノイレーシングチーム

49 男子Ｍ1 阿部　孝寛 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 39 神奈川 チーム・ウォークライド

51 男子Ｍ2 DI STEFANO GIANLUCA ﾃﾞｨ ｽﾃﾌｧｰﾉ ｼﾞｬﾝﾙｰｶ 49 イタリア

52 男子Ｍ2 PODRECCA ROBERTO ﾎﾟﾄﾞﾚｯｶ ﾛﾍﾞﾙﾄ 49 イタリア

53 男子Ｍ2 中尾　太郎 ﾅｶｵ ﾀﾛｳ 40 神奈川

54 男子Ｍ2 片山　洋平 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 40 東京 synerzy

55 男子Ｍ2 齋藤　健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 40 静岡 ケンイチサイクル

56 男子Ｍ2 宮下　星児 ﾐﾔｼﾀ ｾｲｼﾞ 41 東京 自在

57 男子Ｍ2 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 41 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ

58 男子Ｍ2 穴井　和弘 ｱﾅｲ ｶｽﾞﾋﾛ 42 静岡 TEAMプロポスタ－NCC

59 男子Ｍ2 井口　　亮 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ 42 神奈川 VIVA雑兵

60 男子Ｍ2 猪野　　学 ｲﾉ ﾏﾅﾌﾞ 43 東京

61 男子Ｍ2 佐藤　　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 44 三重 MaｘSpeed97GOKISO

62 男子Ｍ2 大塚　重治 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾊﾙ 43 愛知

63 男子Ｍ2 高山　秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 44 東京 MUUR zero Velofutur

64 男子Ｍ2 大堀　　淳 ｵｵﾎﾘ ｱﾂｼ 44 神奈川

　　参加者一覧
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65 男子Ｍ2 近藤　兼史 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼ 44 奈良 KTNｻｲｸﾘﾝｸﾞOH'S

66 男子Ｍ2 上原　正憲 ｶﾐﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 44 静岡 Squadra di LAVORANTE

67 男子Ｍ2 佐藤　裕功 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 45 静岡 キタノＤＲＳ

68 男子Ｍ2 野寺 信朋 ﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾄﾓ 45 静岡 伊豆CSC＆SM Bros.

69 男子Ｍ2 佐々木　淳 ｻｻｷ ｱﾂｼ 45 静岡 ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾗ　ｻｲｸﾘﾝｸﾞ　ｸﾗﾌﾞ

70 男子Ｍ2 柿沢　英樹 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 46 神奈川

71 男子Ｍ2 井上　友文 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾌﾐ 46 東京 synerzy

72 男子Ｍ2 屋部　佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 48 静岡 FIETS GROEN

73 男子Ｍ2 平位　和幸 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 47 愛知

74 男子Ｍ2 石橋　賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 48 東京 伊豆CSC

75 男子Ｍ2 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ 49 埼玉

76 男子Ｍ2 新田　悦夫 ﾆｯﾀ ｴﾂｵ 49 静岡 チームフリーダム

77 男子Ｍ2 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 49 静岡 FIETS GROEN

78 男子Ｍ2 田中　裕康 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔｽ 49 静岡

81 男子Ｍ3 CUSSIGH ENZO ｸｯｼ ｴﾝﾂｫ 57 イタリア

82 男子Ｍ3 BURBA GIANNI ﾌﾞﾙﾊﾞ ｼﾞｬﾝﾆ 58 イタリア

83 男子Ｍ3 DANELUTTI MORELLI ANDREA ﾀﾞﾈﾙｯﾃｨ ﾓﾚｯﾘ ｱﾝﾄﾞﾚｱ 59 イタリア

84 男子Ｍ3 吉田　裕児 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 50 静岡 Squadra di LAVORANTE

85 男子Ｍ3 菱蔵　　仁 ﾋｼｸﾗ ﾋﾄｼ 50 神奈川 Yokosuka UNO Racing

86 男子Ｍ3 齋藤　　靖 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 50 静岡 N.C.C 日赤

87 男子Ｍ3 秋山　哲也 ｱｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ 51 静岡 ベロクラブ　アレ

88 男子Ｍ3 北野　圭二 ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ 51 北海道 NSR

89 男子Ｍ3 斉藤　健児 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 51 神奈川

90 男子Ｍ3 奈良　　浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 51 埼玉

91 男子Ｍ3 鳥谷部 淳 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾂｼ 51 埼玉

92 男子Ｍ3 生越　康之 ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ 53 島根 MAX SPEED 97 GOKISO

93 男子Ｍ3 杉山　友則 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 52 静岡 京王製紙（株）

94 男子Ｍ3 野田　洋一 ﾉﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 56 長野 スワコレーシングチーム

95 男子Ｍ3 篠原　尊敏 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾄｼ 57 静岡 CLUB viento

96 男子Ｍ3 山田　裕一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 58 静岡 ミソノイレーシングチーム

101 男子Ｍ4 FLOREANI MARCO ﾌﾛﾚｱｰﾆ ﾏﾙｺ 60 イタリア

102 男子Ｍ4 DEL FABBRO VALENTINO ﾃﾞﾙ ﾌｧｯﾌﾞﾛ ｳﾞｧﾚﾝﾃｨｰﾉ 60 イタリア

103 男子Ｍ4 FORGIARINI FRANCESCO ﾌｫﾙｼﾞｬﾘｰﾆ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ 61 イタリア

104 男子Ｍ4 VERITTI GIANCARLO ｳﾞｪﾘｯﾃｨ ｼﾞｬﾝｶﾙﾛ 63 イタリア

105 男子Ｍ4 CHIARCOSSO SANTE ｷｬﾙｺｯｿ ｻﾝﾃ 64 イタリア

106 男子Ｍ4 CASASOLA MAURIZIO ｶｻﾞｿｰﾗ ﾏｳﾘﾂｨｵ 64 イタリア

107 男子Ｍ4 LOCATELLI VALTER ﾛｶﾃｯﾘ ｳﾞｧﾙﾀｰ 64 イタリア

108 男子Ｍ4 ROMANO LEPRE ﾛﾏｰﾉ ﾚﾌﾟﾚ 66 イタリア

109 男子Ｍ4 VIRGOLINI LUIGI ｳﾞｨﾙｺﾞﾘｰﾆ ﾙｲｰｼﾞ 67 イタリア

110 男子Ｍ4 TERRANEO LEOPOLDO ﾃｯﾗﾈｵ ﾚｵﾎﾟﾙﾄﾞ 71 イタリア

111 男子Ｍ4 CAINERO ENZO ｶｲﾈﾛ ｴﾝﾂｫ 72 イタリア

112 男子Ｍ4 高橋　幸村 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾑﾗ 60 東京

113 男子Ｍ4 桒原不二夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾌｼﾞｵ 61 静岡 服部エンジニア（株）

114 男子Ｍ4 北川　悦孝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 65 静岡 静岡サイクルRT

115 男子Ｍ4 伊藤　　明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 66 東京 リオン（株）

116 男子Ｍ4 長澤　佳史 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾌﾐ 66 静岡

117 男子Ｍ4 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 69 神奈川 トライアスロンチームSUB3

118 男子Ｍ4 戸澤　　潔 ﾄｻﾞﾜ ｷﾖｼ 71 神奈川 Team Comrade

201 招待選手 石橋　　学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 23 青森 NIPPO・ヴィーニファンティーニ

202 招待選手 NIBALI ANTONIO ﾆｰﾊﾞﾘ ｱﾝﾄﾆｵ 24 NIPPO・ヴィーニファンティーニ

203 招待選手 窪木　一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 27 和歌山 NIPPO・ヴィーニファンティーニ

204 招待選手 BISOLTI ARESSANDRO ﾋﾞｿﾙﾃｨ ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ 31 NIPPO・ヴィーニファンティーニ

205 招待選手（補欠） 山本　元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 23 奈良 NIPPO・ヴィーニファンティーニ


