
2017ワンデイ・トラックレース　ウインターシリーズ第1戦参加者一覧
№ 種別 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ ＴＴ ＳＰ ＫＥ TR ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 U13 金田　海斗 ｶﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 11 - 臨時 伊豆ＣＳＣ ○ ○

2 U13 濱　　彩春 ﾊﾏ ｲﾛﾊ 12 1700560 神奈川 伊豆CSC ○ ○

3 U15 大野風貴芽 ｵｵﾉ ﾌｷﾒ 13 1700641 愛知 MINOURA大垣レーシング ○ ○

4 U15 勝村　岳大 ｶﾂﾑﾗ　ﾀｹﾋﾛ 14 1701991 静岡 星陵中学校 ○ ○

5 U15 鈴木小次廊 ｽｽﾞｷ ｺｼﾞﾛｳ 14 1602667 静岡 竜爪中学校 ○ ○

6 U15 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｾｲ 14 1500590 神奈川 鴨居中学校 ○ ○

7 女子 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 15 1500468 神奈川 伊豆ＣＳＣ 7.5km 15km

8 女子 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 15 1702119 静岡 伊豆CSC ○ 7.5km

9 女子 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 15 1600060 静岡 伊豆総合高校 ○ 7.5km 15km

10 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 17 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ 15km 野寺姉妹

11 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 19 1301596 静岡 順天堂大学 ○ 7.5km 野寺姉妹

12 女子 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘﾔ 17 1301930 埼玉 浦和工業高校 ○ 7.5km 15km 埼玉県

13 女子 小泉　夢菜 ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾒﾅ 18 1101538 埼玉 早稲田大学 ○ 7.5km 15km 埼玉県

14 女子 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 17 1600905 埼玉 川越工業高校 ○ 7.5km 15km

15 女子 新井　美菜 ｱﾗｲ ﾐﾅ 18 1500980 埼玉 川越工業高校 7.5km 15km

16 女子 諸田　吏音 ﾓﾛﾀ ﾘｵﾝ 15 1701258 埼玉 栄北高校 ○ 栄北

17 女子 堀口　結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 17 1601259 埼玉 栄北高校 ○ 栄北

18 女子 杉浦　菜留 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙ 17 1602536 愛知 城西高校 ○ ○ 15km

19 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 32 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 15km ラバネロ

20 女子 小沼美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 46 9700609 埼玉 スミタエイダイパールイズミ ○ ラバネロ

21 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄﾆﾅ 20 1300277 東京 日本体育大学 ○ ○

22 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 19 1401128 山梨 山梨学院大学 ○ 7.5km

23 女子 杉川　愛希 ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 16 1702074 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km 倉吉

24 女子 宮本　杏夏 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ 16 1702075 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km 倉吉

25 女子 福田　夏生 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 16 1702073 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km 倉吉

26 女子 阪本ほのか ｻｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 19 1401222 奈良 朝日大学 ○ ○ 15km

27 女子 寸田 　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 18 1701351 京都 立命館大学 ○ 7.5km

28 男子U17 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜﾕｳｼﾞﾛｳ 16 1701373 静岡 伊豆総合高校 7.5km 20km

29 男子U17 下吉　龍二 ｼﾓﾖｼ ﾘｭｳｼﾞ 16 1701375 静岡 伊豆総合高校 ○ 20km

30 男子U17 小鷹　　昴 ｺﾀｶ ｽﾊﾞﾙ 16 1701228 埼玉 川越工業高校 ○ 20km

31 男子U17 瀬川　皓稀 ｾｶﾞﾜ ｺｳｷ 16 1701227 埼玉 川越工業高校 ○ 20km

32 男子U17 村瀬　大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 15 1701347 岐阜 岐阜第一高校 ○ ○ 岐阜第一

33 男子U17 石田　拓真 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 16 1701346 岐阜 岐阜第一高校 ○ ○ 岐阜第一

34 男子U17 児玉虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 16 1701348 岐阜 岐阜第一高校 ○ ○ 岐阜第一

35 男子U17 高橋　侑世 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 16 1601074 埼玉 栄北高校 7.5km 20km

36 男子U17 草間　海洲 ｸｻﾏｶｲｼｭｳ 15 20202 埼玉 栄北高校 ○ 20km

37 男子U17 田島　颯太 ﾀｼﾞﾏｿｳﾀ 16 1701251 埼玉 栄北高校 ○ ○

38 男子U17 池田　悠里 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾘ 16 1701254 埼玉 栄北高校 ○ ○

39 男子U17 川崎　三織 ｶﾜｻｷﾐｵﾘ 16 1701257 埼玉 栄北高校 ○ 20km

40 男子U17 落合　真大 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾋﾛ 15 1701252 埼玉 栄北高校 ○ ○

41 男子U17 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 15 1701996 静岡 静岡北高校 ○ 20km

42 男子U17 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 16 1701995 静岡 静岡北高校 ○ 7.5km

43 男子U17 安本　将人 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾄ 16 1701993 静岡 静岡北高校 ○ 7.5km

44 男子U17 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 16 1701994 静岡 静岡北高校 ○ ○

45 男子U17 菅原　　蓮 ｽｶﾞﾜﾗ　ﾚﾝ 15 1701354 岩手 紫波総合高校 ○ 20km

46 男子U17 福士　寛室 ﾌｸｼﾋﾛﾑ 16 1701360 岩手 紫波総合高校 ○ 20km

47 男子U17 渡邉　雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 16 1600759 静岡 星陵高校 ○ 7.5km 20km

48 男子U17 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 16 1601751 静岡 浜松学院高校 7.5km 20km

49 男子U17 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 16 1500260 神奈川 横浜高校 ○ ○

50 男子Jr 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 18 1500036 静岡 SM Bros. 7.5km 20km

51 男子Jr 川田　真也 ｶﾜﾀ ｼﾝﾔ 17 1600908 埼玉 川越工業高校 7.5km 20km 川越工業

52 男子Jr 荻野　　樹 ｵｷﾞﾉ ﾀﾂｷ 17 1600914 埼玉 川越工業高校 ○ 20km 川越工業

53 男子Jr 太田　龍希 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 17 1502745 埼玉 川越工業高校 ○ ○ 川越工業

54 男子Jr 田中　岬生 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 17 1500240 埼玉 川越工業高校 7.5km 20km 川越工業

55 男子Jr 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 17 1600824 埼玉 川越工業高校 ○ ○ ○ 川越工業

56 男子Jr 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 17 1600915 埼玉 川越工業高校 7.5km 20km 川越工業

57 男子Jr 野原　佑馬 ﾉﾊﾗﾕｳﾏ 17 1600912 埼玉 川越工業高校 ○ 7.5km 川越工業

58 男子Jr 岩本　和真 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 17 1601078 埼玉 栄北高校 ○ ○ ○

59 男子Jr 橋谷　成海 ﾊｼﾀﾆ ﾅﾙﾐ 17 1601670 埼玉 栄北高校 ○ ○ ○
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60 男子Jr 佐々木祐太 ササキ　ユウタ 17 1501159 岩手 紫波総合高校 ○ ○

61 男子Jr 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 17 1600758 静岡 星陵高校 ○ 7.5km 20km

62 男子Jr 古川　裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 18 1502775 静岡 ボンシャンス 7.5km 20km

63 男子Jr 小谷倫太郎 ｺﾀﾞﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ 17 1601726 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 20km

64 男子Jr 矢野　達也 ﾔﾉ ﾀﾂﾔ 18 1501035 群馬 ○ チーム小西

65 男子Jr 萩原　一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 18 1402278 群馬 ○ チーム小西

66 男子E 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 18 1201870 神奈川 横浜高校 ○ 30km 京産大

67 男子E 服部　圭佑 ﾊｯﾄﾘ ｹｲｽｹ 18 1501544 愛知 桜丘高校 ○ ○ ○

68 男子E 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 18 1501198 静岡 静岡北高校 ○ 10km 30km

69 男子E 中野　慎詞 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 18 1501158 岩手 紫波総合高校 ○ ○

70 男子E 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 18 1501626 大阪 茨城工科高校 ○ ○

71 男子E 小出　　樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 18 1501574 長野 イナーメ信濃山形 ○ 30km イナーメA イナーメ

72 男子E 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 26 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 ○ 10km 30km イナーメA イナーメ

73 男子E 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 29 0901642 千葉 イナーメ信濃山形 10km 30km

74 男子E 篠原　　徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 29 0600981 茨城 イナーメ信濃山形 ○ 10km イナーメ

75 男子E 皿屋　　豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 34 0900130 三重 イナーメ信濃山形 ○ ○ 30km イナーメA イナーメ

76 男子E 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 44 0700045 愛知 イナーメ信濃山形 10km 30km

77 男子E 武笠　展大 ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ 31 1700855 茨城 エクストリームつくば ○

78 男子E 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 20 1301393 千葉 Blanch Racing Team ○ 10km

79 男子E 小西　昇平 ｺﾆｼ ｼｮｳﾍｲ 24 1601973 東京 team　風鈴 ○ ○ ○ チーム小西

80 男子E 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 20 1300702 大阪 大阪産業大学 10km 30km

81 男子E 上山　夏樹 ｳｴﾔﾏ ﾅﾂｷ 18 1500893 兵庫 金沢美術工芸大学 ○ ○

82 男子E 森下　拓海 ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾐ 20 1602175 大阪 関西大学 ○

83 男子E 福元　啓太 ﾌｸﾓ ｹｲﾀ 21 1502395 大阪 関西大学 ○ ○

84 男子E 岡本　篤樹 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｷ 18 1401220 奈良 京都産業大学 10km 30km

85 男子E 岩本　希望 ｲﾜﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 18 1401336 熊本 京都産業大学 ○ ○

86 男子E 伊藤　皓平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 19 1401496 鳥取 京都産業大学 30km

87 男子E 曽我部厚誠 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 19 1300853 大阪 京都産業大学 10km 30km 京産大

88 男子E 溝口　智貴 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 20 1301048 京都 京都産業大学 30km

89 男子E 藤田　俊輔 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 20 1301011 岡山 京都産業大学 10km 30km

90 男子E 松下　綾馬 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾏ 20 1201254 鳥取 京都産業大学 10km 京産大

91 男子E 中井　唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 20 1201132 滋賀 京都産業大学 ○ 10km 京産大

92 男子E 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 21 1201251 鳥取 京都産業大学 10km 30km

93 男子E 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 22 1100580 神奈川 京都産業大学 10km 30km

94 男子E 原　　崇泰 ﾊﾗ ﾀｶﾔｽ 18 1502572 東京 慶應義塾高校 30km 慶應

95 男子E 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 20 1301575 神奈川 慶應義塾大学 30km 慶應

96 男子E 小野　一希 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 21 1502028 神奈川 慶應義塾大学 10km 慶應

97 男子E 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 21 1201812 神奈川 慶應義塾大学 10km 慶應

98 男子E 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 21 1401815 神奈川 慶應義塾大学 ○ ○

99 男子E 関根　啓総 セキネ ヒロミチ 22 1201799 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト ○ 30km

100 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 24 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

101 男子E 山崎　　純 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 19 1700848 新潟 筑波大学 ○ 30km

102 男子E 横山　裕司 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 20 1602241 茨城 筑波大学 ○ 10km

103 男子E 末廣　快理 ｽｴﾋﾛ ｶｲﾘ 19 1400994 兵庫 同志社大学 ○ ○

104 男子E 島　　奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 19 1700475 大阪 同志社大学 ○ ○

105 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 19 1401169 静岡 日本体育大学 ○ 10km 30km

106 男子E 篠田　幸希 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｷ 18 1400973 群馬 日本体育大学 ○ 日体大

107 男子E 滿田　光紀 ﾐﾂﾀﾞ ｺｳｷ 18 1401334 熊本 日本体育大学 10km 30km

108 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 18 1400838 埼玉 日本体育大学 30km

109 男子E 村田　祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 19 1401185 富山 日本体育大学 10km 日体大

110 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 19 1401725 埼玉 日本体育大学 30km

111 男子E 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 20 1301023 埼玉 日本体育大学 ○ ○ 日体大

112 男子E 山下　祥平 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 20 1200785 愛媛 日本体育大学 10km 日体大

113 男子E 安田　　開 ﾔｽﾀ ﾞｶｲ 20 1200630 京都 日本体育大学 30km 日体大

114 男子E 古賀　友康 ｺｶﾞ ﾄﾓﾔｽ 21 1001687 長崎 日本体育大学 ○ 日体大

115 男子E 松岡　辰秦 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾛ 21 1201591 熊本 日本体育大学 ○ ○ 日体大

116 男子E 岡部　祐太 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 21 1200698 広島 日本体育大学 10km 30km

117 男子E 中山　　駿 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔｵ 18 1401247 大分 日本大学 30km

118 男子E 南儀　拓海 ﾅﾝｷﾞ ﾀｸﾐ 18 1401184 富山 日本大学 ○
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119 男子E 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 19 1301700 埼玉 日本大学 30km

120 男子E 治田　知也 ﾊｯﾀ ﾄﾓﾔ 19 1401025 新潟 日本大学 ○ ○

121 男子E 坂田　康季 ｻｶﾀ ｺｳｷ 19 1401644 佐賀 日本大学 ○

122 男子E 西冨　昌輝 ﾆｼﾄﾐ ﾏｻｷ 19 1401318 福岡 日本大学 30km

123 男子E 大屋　正聡 ｵｵﾔ ﾏｻﾄｼ 19 1400997 岐阜 日本大学 30km

124 男子E 中島　詩音 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ 19 1301353 山梨 日本大学 ○ 日大

125 男子E 武山　晃輔 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 20 1301346 山梨 日本大学 30km 日大

126 男子E 山崎　嵩浩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 20 1600272 東京 日本大学 ○

127 男子E 小嶋　健太 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 20 1300251 石川 日本大学 30km 日大

128 男子E 貝原　涼太 ｶｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 20 1301139 福岡 日本大学 30km 日大

129 男子E 渡口　勝成 ﾜﾀﾘｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 20 1301317 山口 日本大学 ○ 日大

130 男子E 大澤　勇騎 ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ 20 1300730 青森 日本大学 ○

131 男子E 山本　和樹 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 20 1201299 富山 日本大学 ○ ○ 日大

132 男子E 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 21 1200611 愛知 日本大学 ○

133 男子E 坂本　紘規 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 21 1200987 青森 日本大学 ○ 日大

134 男子E 上川　直紀 ｶﾐｶﾜ ﾅｵｷ 21 1201590 栃木 日本大学 ○

135 男子E 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 19 1401122 静岡県 フィッツ ○ 10km

136 男子E 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 21 1201185 静岡 法政大学 ○ ○ 10km

137 男子E 渡邉　慶太 ﾜｱﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 18 1100641 埼玉 明治大学 ○ 30km

138 男子E 花田　凱成 ﾊﾅﾀﾞ ｶｲｾｲ 19 1401314 福岡 明治大学 30km

139 男子E 甲斐　俊祐 ｶｲ ｼｭﾝｽｹ 19 1401245 大分 明治大学 ○ 明治大

140 男子E 荒川　 仁 ｱﾗｶﾜ ﾋﾄｼ 19 1400977 千葉 明治大学 ○ 明治大

141 男子E 田川　翔琉 ﾀｶﾞﾜ ｶｹﾙ 19 1300669 熊本 明治大学 ○ 10km 明治大

142 男子E 竹村　　拓 ﾀﾆﾑﾗ ﾀｸ 20 1100242 京都 明治大学 10km

143 男子E 谷口　力也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｷﾔ 20 1300992 熊本 明治大学 ○

144 男子E 富　　武大 ﾄﾐ ﾀｹﾋﾛ 20 1301318 山口 明治大学 ○

145 男子E 隈園　郷史 ｸﾏｿﾞﾉ ｻﾄｼ 21 1401837 埼玉 明治大学 10km

146 男子E 野本　　空 ﾉﾓﾄ ｿﾗ 21 1200782 愛媛 明治大学 ○

147 男子E 三宅　大春 ﾐﾔｹ ﾀｲｼｭﾝ 18 1100608 京都 朝日大学 10km 30km

148 男子E 亀谷　昌慈 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻﾖｼ 19 1400999 岐阜 朝日大学 10km 30km 朝日大

149 男子E 林　　欣司 ﾊﾔｼ ｷﾝｼﾞ 19 1401007 岐阜 朝日大学 10km 30km

150 男子E 平田　裕貴 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 19 1400504 熊本 朝日大学 10km 30km

151 男子E 木下　澄八 ｷﾉｼﾀ ﾄｳﾔ 19 1300798 愛知 朝日大学 10km 30km

152 男子E 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 20 1301003 岐阜 朝日大学 10km 30km 朝日大

153 男子E 岡本　大成 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 20 1301301 岡山 朝日大学 10km 30km

154 男子E 小野　舜介 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 20 1301046 岡山 朝日大学 10km 30km 朝日大

155 男子E 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 20 1500522 富山 朝日大学 ○ ○ 朝日大

156 男子E 松本　　梧 マツモトサトル 20 1501785 埼玉 朝日大学 10km 30km

157 男子E 栗山　和樹 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ 20 1300996 岐阜 朝日大学 ○ ○ 朝日大

158 男子E 吉川　　澄 ﾖｼｶﾜ ﾄｳﾙ 20 1201218 新潟 朝日大学 10km 30km

159 男子E 畝木　　聖 ｳﾈｷ ｻﾄﾙ 20 1201067 岡山 朝日大学 ○ ○ 朝日大

160 男子E 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 21 1200835 静岡 朝日大学 10km 30km 朝日大

161 男子E 安達　隆己 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 21 1201596 栃木 朝日大学 10km 30km

162 男子E 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 21 1201332 三重 朝日大学 ○ ○ 朝日大

163 男子E 成貞　琳平 ﾅﾘｻﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 21 1201090 岡山 朝日大学 10km 30km 朝日大

164 男子E 長谷部龍一 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 21 1201148 岐阜 朝日大学 ○ ○ 朝日大

165 男子E 森　　善寛 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 21 1201154 岐阜 朝日大学 10km 30km

166 男子E 中川　基広 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄﾋﾛ 21 1201160 福井 朝日大学 ○ ○ 朝日大

167 男子E 山住虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 19 1401104 兵庫 立命館大学 10km 30km

168 男子E 中重　　斉 ﾅｶｼｹﾞ ﾋﾄｼ 31 1600804 神奈川 ○ 10km

169 男子E 荻野　辰徳 ｵｷﾞﾉ ﾀﾂﾉﾘ 34 1201610 埼玉 FAST LANE Racing ○ ○

170 男子E 児玉　利文 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ 42 臨時登録 岐阜 sfiDARE WORKS ○ 岐阜第一

171 男子E 高橋 伸成 タカハシ ノブシゲ 50 1200031 静岡 FIETS GOREN 10km 30km

172 男子M 伊藤　太平 ｲﾄｳ ﾀｲﾍｲ 35 1200376 茨城 エクストリームつくば ○ 10km

173 男子M 小沼　　良 ｵﾇﾏ ﾘｮｳ 46 200553 埼玉 八丁湖 ○

174 男子M 美由　達之 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾕｷ 53 1700675 静岡 SM Bros. ○ ○

175 男子M 瀧本　昌宏 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 55 1001418 静岡 SPADE  ACE ○ ○


