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Communique1  

 

 

（※年齢は、2018年に達する年齢）

№ カテゴリー 氏名 フリガナ 年齢 国/都道府県 チーム名（所属）

1 女子 望月美和子 モチヅキ　ミワコ 25 愛知県 （株）サギサカ  Egg's

2 女子 上野　英子 ウエノ　エイコ 48 東京都

3 女子 苅田　磨己 カリタ　マミ 54 神奈川県 M racing project oscarpromotion

4 男子Ｊ 河佐　真義 カワサ　マサヨシ 18 北海道 恵庭レーシング

5 男子Ｊ 望月　瑞記 モチヅキ　ミズキ 18 静岡県 島田樟誠高等学校

6 男子Ｅ 林　　茂樹 ハヤシ　シゲキ 21 神奈川県

7 男子Ｅ 山下　裕之 ヤマシタ　ヒロユキ 22 大阪府 Teamノア

8 男子Ｅ 望月　裕太 モチヅキ　ユウタ 23 東京都

9 男子Ｅ Percassi Mattia ペルカッシ・マッティア 24 伊/神奈川県 慶應義塾大学（大学院生）

10 男子Ｅ 後藤　太希 ゴトウ　ダイキ 25 静岡県

11 男子Ｅ 小塚　智大 コヅカ　トモヒロ 26 静岡県 駿河モンテロッソ

12 男子Ｅ 青島　佑典 アオシマ　ユウスケ 26 静岡県 SWIFT.RT

13 男子Ｅ 飯塚　剛士 イイヅカ　タケシ 27 静岡県 F training

14 男子Ｅ 大野　良輔 オオノ　リョウスケ 28 静岡県

15 男子Ｅ 内田　淳 ウチダ　ジュン 28 大阪府

16 男子Ｅ 神田　浩平 カンダ　コウヘイ 29 神奈川県 しおかるび

17 男子M1 中村　俊介 ナカムラ　シュンスケ 31 愛知県 SEKIYA

18 男子M1 森本　誠 モリモト　マコト 38 愛知県 GOKISO

19 男子M1 森本　真博 モリモト　マサヒロ 30 愛知県 LEBHAFT

20 男子M1 宮城　嗣秀 ミヤギ　ツグヒデ 31 埼玉県 天照

21 男子M1 青野　淳一 アオノ　ジュンイチ 32 静岡県 Squadra di LAVORANTE

22 男子M1 遠藤　正律 エンドウ　マサノリ 32 大阪府 月曜道上

23 男子M1 杉山　由展 スギヤマ　ヨシノリ 33 静岡県

24 男子M1 渡辺　裕樹 ワタナベ　ヒロキ 33 東京都 めしくレーシング

25 男子M1 Baronzo Paolo バロンツィオ・パオロ 33 伊/東京都 アグスタ・ウエストランド・ジャパン

26 男子M1 大石　剛士 オオイシ　タカシ 33 静岡県

27 男子M1 柳田　靖 ヤナギダ　ヤスシ 34 神奈川県 VIVA☆ZAPPEI

28 男子M1 板子　佑士 イタコ　ユウジ 35 兵庫県 Life Ride

29 男子M1 小川　正樹 オガワ　マサキ 35 東京都 ASSOS PROSHOP TOKYO WEST

30 男子M1 大石　裕之 オオイシ　ヒロユキ 35 愛知県 まるはちRC

31 男子M1 松家　啓司 マツヤ　ケイジ 35 愛知県 team FreePort

32 男子M1 廣橋　悠平 ヒロハシ　ユウヘイ 35 愛知県

33 男子M1 高橋　淳 タカハシ　ジュン 36 神奈川県

34 男子M1 田野口　元志 タノクチ　モトシ 36 静岡県 RINZUBA'S

35 男子M1 福島　洋二郎 フクシマ　ヨウジロウ 37 神奈川県 Team S.S.R

36 男子M1 前島　聡 マエジマ　サトシ 37 神奈川県 TEAM S.S.R

37 男子M1 後藤　勇樹 ゴトウ　ユウキ 37 静岡県

38 男子M1 鈴木　基志 スズキ　モトシ 37 静岡県 Rinz Rabbit

39 男子M1 仁科　孝文 ニシナ　タカフミ 38 静岡県 沼津トライアスロンクラブ

40 男子M1 徳野　慎平 トクノ　シンペイ 38 三重県 チーム西川

41 男子M1 古角　恒樹 コカド　ツネキ 38 兵庫県 HTC

42 男子M1 肥土　裕矢 アクト　ヒロヤ 38 愛知県 ユーロード

43 男子M1 増島　賢児 マスジマ　ケンジ 39 静岡県 legame

44 男子M1 大数加　崇之 オオスカ　タカシ 39 千葉県

45 男子M2 中野　智弘 ナカノ　トモヒロ 40 大阪府 YCC

46 男子M2 大橋　一徳 オオハシ　カズノリ 40 静岡県

47 男子M2 山口　和範 ヤマグチ　カズノリ 41 三重県 MAX SPEED 97

48 男子M2 上野　真 ウエノ　シン 41 東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

49 男子M2 阿部　孝寛 アベ　タカヒロ 41 神奈川県 チーム・ウォークライド

50 男子M2 中尾　太郎 ナカオ　タロウ 42 神奈川県 Team 小田原藩

51 男子M2 中村　能亮 ナカムラ　ヨシスケ 42 東京都 COLORS

52 男子M2 黒田　泰司 クロダ　ヤスジ 42 埼玉県

53 男子M2 武井　辰彦 タケイ　タツヒコ 42 山梨県 GTC

54 男子M2 鬼澤　秀和 オニザワ　ヒデカズ 42 茨城県 GREEN SCT

55 男子M2 斉藤　敦 サイトウ　アツシ 42 東京都 SKR

56 男子M2 平井　健 ヒライ　ケン 43 千葉県 CircleCycle

57 男子M2 宮下　星児 ミヤシタ　セイジ 43 東京都 自在

　　参加者一覧
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Communique1-2  

 

 

№ カテゴリー 氏名 フリガナ 年齢 国/都道府県 チーム名（所属）

58 男子M2 粕谷　昌良 カスヤ　マサヨシ 43 東京都

59 男子M2 筧　　五郎 カケイ　ゴロウ 43 愛知県 56サイクル

60 男子M2 稲葉　謙一 イナバ　ケンイチ 43 静岡県 VIVA☆ZAPPEI

61 男子M2 井口　亮 イグチ　リョウ 44 神奈川県 VIVA_ZAPPEI

62 男子M2 木津　知致 キヅ　トモユキ 44 千葉県

63 男子M2 磯野　洋一 イソノ　ヨウイチ 45 千葉県 明治サイクリングチーム

64 男子M2 石川　靖洋 イシカワ　ヤスヒロ 45 神奈川県 チーム ・ウォークライド

65 男子M2 湊　　昇始 ミナト　ショウジ 45 神奈川県 小田原藩ＣＣ

66 男子M2 佐藤　忍 サトウ　シノブ 46 新潟県 変態クライマー

67 男子M2 剣持　智規 ケンモチ　トモノリ 46 静岡県 SWIFT R.T.

68 男子M2 猪野　学 イノ　マナブ 46 東京都 ＨＯＫＵＲＥＹ

69 男子M2 苅田　まさとし カリタ　マサトシ 46 神奈川県 M Racing Project

70 男子M2 小松　知也 コマツ　トモヤ 46 静岡県 中東遠

71 男子M2 山岸　隆行 ヤマギシ　タカユキ 46 埼玉県 チームてっぺん

72 男子M2 横井　信広 ヨコイ　ノブヒロ 47 東京都

73 男子M2 斉藤　哲也 サイトウ　テツヤ 48 静岡県 ミソノイレーシングチーム

74 男子M2 柿沢　英樹 カキザワ　ヒデキ 48 神奈川県

75 男子M2 足立　健児 アダチ　ケンジ 49 静岡県

76 男子M2 勝呂　真彦 スグロ　マサヒコ 49 静岡県 駿河モンテロッソ

77 男子M3 舟越　洋司 フナコシ　ヨウジ 50 千葉県 Team ELF-IN

78 男子M3 Favaro Marco ファヴァロ・マルコ 50 伊/東京都 チクリスタ・イン・ジャッポーネ

79 男子M3 畑山　伸二 ハタヤマ　シンジ 50 東京都

80 男子M3 伊藤　昭 イトウ　アキラ 50 岐阜県 フットワークＲＣ

81 男子M3 河原　徳 カワハラ　メグム 50 奈良県 DISTANZA

82 男子M3 飯山　理 イイヤマ　オサム 50 神奈川県

83 男子M3 玉本　洋 タマモト　ヒロシ 50 群馬県 GRBC

84 男子M3 吉田　進 ヨシダ　ススム 51 神奈川県 メイドさん学科自転車部

85 男子M3 鈴木　勝利 スズキ　カツトシ 51 埼玉県 スズパワー新橋組

86 男子M3 濱田　勝和 ハマダ　マサカズ 51 東京都 荒サイ倶楽部

87 男子M3 石川　琢也 イシカワ　タクヤ 51 岐阜県

88 男子M3 御代田　直実 ミヨタ　ナオミ 51 埼玉県 かみなりサイクラ～ず

89 男子M3 増田　修 マスダ　オサム 51 静岡県 koito

90 男子M3 泉沢　信明 イズミサワ　ノブアキ 51 神奈川県

91 男子M3 千葉　哲也 チバ　テツヤ 52 神奈川県

92 男子M3 後藤　優和 ゴトウ　マサカズ 52 岐阜県 フットワークRＣ

93 男子M3 齋藤　靖 サイトウ　オサム 53 静岡県 NCC日赤

94 男子M3 秋山　哲也 アキヤマ　テツヤ 53 静岡県 ベロクラブアレ

95 男子M3 Ｂｌａｋｅ　Ｉａｎ ブレイク　イアン 53 東京都 ibip Japan kk

96 男子M3 藤原　基 フジワラ　モトイ 53 神奈川県 マンフィルター

97 男子M3 藤岡　登志樹 フジオカ　トシキ 54 静岡県

98 男子M3 寺西　孝之 テラニシ　タカユキ 54 静岡県

99 男子M3 董　　俊仁 TONG/CHUNJEN 54 台湾

100 男子M3 福元　幸太郎 フクモト　コウタロウ 54 栃木県

101 男子M3 安田　克己 ヤマダ　カツミ 54 三重県

102 男子M3 岩田　想 イワタ　ソウ 55 京都府 チームかえたろう

103 男子M3 森本　浩祐 モリモト　コウスケ 58 三重県 SAKAI★RACING

104 男子M3 赤羽　永寿 アカハネ　エイジュ 59 神奈川県

105 男子M3 上野　武義 ウエノ　タケヨシ 59 東京都 サンクスサイクルラボ

106 男子M4 野田　照幸 ノダ　テルユキ 61 静岡県 フィッツ

107 男子M4 代田　昌男 ヨダ　マサオ 61 東京都 なるしまフレンド

108 男子M4 中本　士郎 ナカモト　シロウ 62 千葉県 Blanche

109 男子M4 松原　弘典 マツバラ　コウスケ 62 奈良県 Euro-worksRacing

110 男子M4 渡辺　昌直 ワタナベ　マサナオ 63 神奈川県

111 男子M4 山本　正和 ヤマモト　マサカズ 65 静岡県 SMブロス

112 男子M4 佐藤　政美 サトウ　マサミ 66 東京都 ＭＩＶＲＯ

113 男子M4 河野　勝人 カワノ　カツト 68 岐阜県 アクトアーミー

114 男子M4 岩本　博昭 イワモト　ヒロアキ 68 静岡県

115 男子M4 伊藤　明 イトウ　アキラ 68 東京都 なるしまフレンド
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Communique2 

 参加上の注意事項及び連絡事項  

1. 駐車場 

⚫ 指定の駐車場をご利用ください。（駐車場案内図参照）事前に案内した「選手用駐車証」を必ずご

提示して下さい。大会前日は駐車場を利用できません。指定駐車場以外には駐車できません。 

「道の駅すばしり」の駐車場には絶対駐車しないで下さい。 

⚫ レース前後の自転車の保管は自己責任となります。 

⚫ 駐車場及び会場内での競技によらない事故・盗難等は主催者側では一切責任をもちませせん。 

2. スケジュール 

受付 7：15～8：10 須走多目的広場駐車場内 

自転車検査 7：30～8：25 須走多目的広場駐車場内 

ウォーミングアップ 7：40～8：30 スタート地点上 400ｍ 

出走サイン 8：30～8：45 スター地点付近 

オープニングセレモニー 8：45～ スタート地点 

スタート 9：00  

下山開始 11：15～  

ランチパーティ 12：15～ 道の駅すばしり 

表彰式 13：30 道の駅すばしり芝生広場 

3. 受 付   

⚫ 受付時にライセンスを提示してください。 （臨時登録者は受諾書を提示して下さい） 

⚫ ゼッケン、計測チップ、大会プログラム、荷札、イベントリストバンド（ビュッフェ用）、 

参加賞、アンケート用紙を配付します。 

ゼッケン取り付け位置     計測チップ取り付け位置 

          

4. 荷物搬送 

⚫ 下山用のホイールのご用意を推奨します。 

⚫ 希望される場合は、荷物をゴール地点へ搬送します。荷札を荷物に取付け、8：10 までに受付にて

お預けください。荷物は須走五合目でお渡しします。下山後の荷物の受渡しは受付で行います。 

5. オフィシャルメカニックサービス 

⚫ 「YOU CAN 富士店」様によるメカニックサービスは、突然のメカトラブルなどの緊急時に対して

のサービスとなりますので、事前にしっかりと整備して下さい。また、修理にかかる部品交換につ

いては実費をご負担ください。 

6. 自転車検査 

⚫ 自転車検査所と出走サイン所は場所が離れています。時間に余裕をもって検車を受けて下さい。 

⚫ ヒルクライムでは軽い自転車が好まれますが自転車の重量が 6.8㎏を下回る場合は出走できません。 

⚫ 出走サインをしていない選手は、表彰対象にはなりません。 

7. レース中の注意 

⚫ スタート位置は早いもの順としますが、昨年のカテゴリー別優勝者及び台湾からの選手が前列にな

ります。 

⚫ 関門所①旧馬返（6ｋｍ付近）10時、関門所②狩休（8ｋｍ付近）10時 20分までに通過できない場

合はＤＮＦとなります。競技役員の指示に従ってください。 

「自動計測装置の取付と返却」参照 

 

レース終了後チップは必ず返却して下さい。 

（フィニッシュ地点で競技役員が回収します） 
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8. 山小屋（フィニッシュ地点） 

⚫ トイレは、公衆トイレ及び山小屋(2軒)のトイレをご利用ください。 

⚫ 大会当日山小屋は営業していますのでご利用ください。 

9. 下山について 

⚫ 下山は自走でグループ毎に先導車が誘導します。関門所②狩休、関門所①旧馬返で休憩します。 

単独での下山は禁止です。 

⚫ 下山後自転車は駐車場へ各自保管し、ランチパーティ会場へは徒歩で移動して下さい。 

10. ランチパーティ 

⚫ 必ずリストバンドをして、入り口で提示して下さい。 

⚫ 付添者でランチパーティを希望される場合は 10月 3日（水）までにメールで申込み下さい。 

scf@tx.thn.ne.jp  当日、選手受付で 1,200円を支払い、リストバンドを受け取ってください。 

11. 表 彰 

⚫ 表彰はカテゴリー別となります。 

12. アンケート 

⚫ アンケートにお答えいただいた中から、抽選で 5名の方に小山茶寮食事券または小山町名産品をプ

レゼントします。 

 

 自動計測装置の取付と返却  

○計測チップの取付方法 
    計測チップは、右図を参考にして指定の位置に確実に装着して 

ください。チップに記されている番号を確認してください。 

（ゼッケン番号とチップ番号は異なります） 

正しく装着されていなかったり、装着せずに出走された場合は 

測定できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計測チップの返却 

   

 

 

マジックバンドを解く チップの裏側ゴムでフォーク

を保護する 

上図の位置にバンドで固定する。 

マジックバンドで固定する際には、走行に支障がないように注意して固定してください。 

チップ裏側にゴムがついていますので、フォークに傷をつけないよう注意して固定してください。 

★レースが終了次第（ゴールイン後）、必ず計測チップを担当競技役員へ返却してください。 

★チップは個人登録されています。返却されなかった場合は後日、大会事務局よりチップ代 10,000円を請求さ

せていただきます。 

 

ここの部分です。 

mailto:scf@tx.thn.ne.jp

