
※2019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

1 女子 望月　美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 26 愛知県 （株）サギサカ  Egg's

2 女子 CAMELA CIPRIANI ｶﾙﾒﾗ ﾁﾌﾟﾘｱｰﾆ 23 イタリア High Ambition 2020 jp  International Women's Cycling Team

3 女子 LAURA　LOZANO RAMIREZ ﾗｳﾗ ﾛｻﾞｰﾉ ﾗﾐﾚｽ 33 コロンビア High Ambition 2020 jp  International Women's Cycling Team

4 女子 ALANA FORSTER ｱﾗﾝﾅ ﾌｫｰｽﾀｰ 33 ニュージーランド High Ambition 2020 jp  International Women's Cycling Team

5 女子 BARBARA ZILLI ﾊﾞｰﾊﾞﾗ ｼﾞﾘ 41 イタリア

6 女子 野村　知子 ﾉﾑﾗ ﾄﾓｺ 54 大阪府 Team AXIS 

7 男子J 菅野　哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 17 静岡県 星陵高校

8 男子Ｅ 望月　瑞記 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｽﾞｷ 19 静岡県 アルファーワークス

9 男子Ｅ 清水　大翔 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 19 埼玉県 清水農園

10 男子Ｅ 位田　悠真 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾕｳﾏ 22 愛知県

11 男子Ｅ 城所　皐輔 ｷﾄﾞｺﾛ ｺｳｽｹ 24 愛知県

12 男子Ｅ 濵野　巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ 24 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

13 男子Ｅ 柏木　雄太 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 26 神奈川県

14 男子Ｅ 小塚　智大 ｺﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 27 長野県 駿河モンテロッソ

15 男子Ｅ 飯塚　剛士 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 28 静岡県

16 男子Ｅ 齊木　拓人 ｻｲｷ ﾀｸﾄ 29 神奈川県 YSTC

17 男子Ｅ 笠置　昭宏 ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ 29 栃木県

18 男子Ｍ１ 小林　翔太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 30 静岡県 SMRC

19 男子Ｍ１ 長谷川　公紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 30 静岡県 KITERETSU

20 男子Ｍ１ 高木　俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 30 神奈川県 ＢＩＫＥＴＯＷＮ

21 男子Ｍ１ 谷口　寿明 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｱｷ 31 静岡県 Legame / Sunny Cycling

22 男子Ｍ１ 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 31 神奈川県 COW GUMMA

23 男子Ｍ１ 山下　将和 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｶｽﾞ 31 三重県 丸八じてC

24 男子Ｍ１ 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 32 愛知県 SEKIYA

25 男子Ｍ１ 遠藤　正律 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 33 大阪府 月曜道上

26 男子Ｍ１ 末廣　智 ｽｴﾋﾛ ｻﾄｼ 34 愛知県 マルハチ

27 男子Ｍ１ 杉山　由展 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 34 静岡県

28 男子Ｍ１ 渡辺　裕樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 34 東京都 めしくレーシング

29 男子Ｍ１ 大石　剛士 ｵｵｲｼ ﾀｶｼ 34 静岡県

30 男子Ｍ１ D’ERCOLE TOMMASO ﾄﾝﾏｰｿﾞ ﾃﾞﾙｺﾚ 35 東京都

31 男子Ｍ１ 柳田　靖 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾔｽｼ 35 神奈川県 VIVA☆雑兵

32 男子Ｍ１ 磯部　武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 36 神奈川県 YOKOSUKA UNORACING

33 男子Ｍ１ 大石　裕之 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 36 愛知県 丸八じてC

34 男子Ｍ１ 新谷　剛宏 ｼﾝﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 37 静岡県 SMRC

35 男子Ｍ１ 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 37 神奈川県 gruppetto

36 男子Ｍ１ 田野口　元志 ﾀﾉｸﾁ ﾓﾄｼ 37 静岡県 RINZUBA’S

37 男子Ｍ１ 後藤　勇樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 38 静岡県

38 男子Ｍ１ 大家　篤 ｵｵﾔ ｱﾂｼ 39 滋賀県 STRADA Riders

39 男子Ｍ１ 森本　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 39 愛知県 GOKISO

40 男子Ｍ２ 清水　肇 ｼﾐｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 40 静岡県 登るフライフィッシャー

41 男子Ｍ２ 松枝　健二 ﾏﾂｶﾞｴ ｹﾝｼﾞ 40 千葉県 船橋サンデーライド

42 男子Ｍ２ 中野　智弘 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 41 大阪府 ナカガワレーシングクラブ

43 男子Ｍ２ 土屋　正 ﾂﾁﾔ ﾀﾀﾞｼ 41 静岡県 TEAM YOU CAN

44 男子Ｍ２ 郡山　雅仁 ｺｵﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 41 岐阜県 GKISO

45 男子Ｍ２ 関　雅明 ｾｷ ﾏｻｱｷ 41 神奈川県 GBGB

46 男子Ｍ２ 前田　篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 42 静岡県

47 男子Ｍ２ 上野　真 ｳｴﾉ ｼﾝ 42 東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

48 男子Ｍ２ 佐藤　政幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 42 神奈川県 竹芝サイクルレーシング

49 男子Ｍ２ 永田　進 ﾅｶﾞﾀ ｽｽﾑ 42 東京都 チームリオン

50 男子Ｍ２ 中尾　太郎 ﾅｶｵ ﾀﾛｳ 43 神奈川県 TONY Racing

51 男子Ｍ２ 國定　洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 43 栃木県 Legain KTR

52 男子Ｍ２ 中村　能亮 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｽｹ 43 東京都 Colors

53 男子Ｍ２ 齋藤　憲幸 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 43 東京都 竹芝サイクルレーシング

54 男子Ｍ２ 粕谷　昌良 ｶｽﾔ ﾏｻﾖｼ 44 東京都

　参加者一覧



№ カテゴリー 氏  　名 フリガナ 年齢 国都道府県 チーム名

55 男子Ｍ２ 稲葉　謙一 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 44 静岡県 VIVA☆ZAPPEI

56 男子Ｍ２ 井口　亮 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ 45 神奈川県 VIVA☆ZAPPEI

57 男子Ｍ２ 木津　知致 ｷﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ 45 千葉県

58 男子Ｍ２ 服部　豊土 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾄ 45 愛知県 NCFR

59 男子Ｍ２ MIRCO DI CARA ﾐﾙｺ ﾃﾞｨ ｶﾗ 46 イタリア

60 男子Ｍ２ 石川　靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 46 神奈川県 ウォークライド

61 男子Ｍ２ 小松　知也 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 47 静岡県 坂本整形外科

62 男子Ｍ２ 内田　茂一 ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 49 神奈川県 grupetto

63 男子Ｍ２ FINI FRANCESCO ﾌｨﾆ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ 49 東京都

64 男子Ｍ２ GUIDO GIOVANNELLI ｸﾞｲﾄﾞ ｼﾞｮﾊﾞﾈｯﾘ 49 東京都

65 男子Ｍ３ 鈴木　忠弘 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 50 静岡県 静岡森町パナモリ倶楽部

66 男子Ｍ３ 勝呂　真彦 ｽｸﾞﾛ ﾏｻﾋｺ 50 静岡県 駿河モンテロッソ

67 男子Ｍ３ 保坂　仁 ﾎｻｶ ｼﾞﾝ 50 福岡県 100miles

68 男子Ｍ３ 植田　泰次 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 50 静岡県 チーム　ナカムラ

69 男子Ｍ３ 平位　和幸 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 50 愛知県 ＢＨＭＣ TOYOTA

70 男子Ｍ３ 谷田　哲 ﾀﾆﾀﾞ ｻﾄｼ 50 神奈川県 viva zappei

71 男子Ｍ３ 畑山　伸二 ﾊﾀﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 51 東京都

72 男子Ｍ３ 藤田　陽由 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾖｼ 51 静岡県 BC Timer's

73 男子Ｍ３ 清水　宏泰 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 51 東京都 ジョイカルサイクル部

74 男子Ｍ３ GIORDANO FRANCESCO ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ 51 東京都

75 男子Ｍ３ 島津　隆生 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｵ 51 神奈川県 YOKOSUKA UNO RACING

76 男子Ｍ３ 飯山　理 ｲｲﾔﾏ ｵｻﾑ 51 神奈川県

77 男子Ｍ３ 吉田　進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 52 神奈川県 メイドさん学科自転車部

78 男子Ｍ３ 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ 52 埼玉県

79 男子Ｍ３ 御代田　直実 ﾐﾖﾀ ﾅｵﾐ 52 埼玉県 かみなりサイクラ～ず

80 男子Ｍ３ 泉沢　信明 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 52 神奈川県 雷家族

81 男子Ｍ３ DANIELE PONTONI ﾀﾞﾆｴﾙ ﾎﾟﾝﾄｰﾆ 53 イタリア

82 男子Ｍ３ 石井　由行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 53 千葉県 NB会

83 男子Ｍ３ 斎藤　純一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 54 茨城県 スプロケッツ

84 男子Ｍ３ 山本　昌宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 54 静岡県 エキップナカムラ

85 男子Ｍ３ 秋山　哲也 ｱｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ 54 静岡県 ベロクラブ　アレ

86 男子Ｍ３ 野村　正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 55 大阪府 Team AXIS 

87 男子Ｍ３ 藤岡　登志樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾄｼｷ 55 静岡県

88 男子Ｍ３ 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 55 神奈川県

89 男子Ｍ３ 後藤　道夫 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｵ 55 茨城県

90 男子Ｍ３ 中込　辰吾 ﾅｶｺﾞﾒ ｼﾝｺﾞ 55 長野県 team SY-Nak

91 男子Ｍ３ 岩田　想 ｲﾜﾀ ｿｳ 56 京都府 チームかえたろう

92 男子Ｍ３ 中川　茂美 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 57 東京都 ZERO to TOP

93 男子Ｍ３ 黒川　佳洋 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 59 静岡県

94 男子Ｍ４ ENZO CUSSIGH ｴﾝﾂｫ ｸｯｼｸﾞ 60 イタリア

95 男子Ｍ４ 塙　俊哉 ﾊﾅﾜ ﾄｼﾔ 60 沖縄県

96 男子Ｍ４ 上野　武義 ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ 60 東京都 サンクスサイクルラボ

97 男子Ｍ４ 代田　昌男 ﾖﾀﾞ ﾏｻｵ 62 東京都

98 男子Ｍ４ 中本　士郎 ﾅｶﾓﾄ ｼﾛｳ 63 千葉県 Blanche/NSロジ

99 男子Ｍ４ MARCO FLOREANI ﾏﾙｺ ﾌﾛﾚｱｰﾆ 63 イタリア

100 男子Ｍ４ 三ツ橋　公一 ﾐﾂﾊｼ ｷﾐｶｽﾞ 63 大阪府 ハノイ自転車友の会

101 男子Ｍ４ 松原　弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 64 奈良県 Euro-worksRacing

102 男子Ｍ４ 渡辺　昌直 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾅｵ 64 神奈川県

103 男子Ｍ４ 山本　正和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 66 静岡県 SMブロス

104 男子Ｍ４ SANTE CHIARCOSSO ｻﾝﾃ ｷｱﾙｺｯｿ 67 イタリア

105 男子Ｍ４ 河野　勝人 ｶﾜﾉ ｶﾂﾄ 69 岐阜県 アクトアーミー

106 男子Ｍ４ 岩本　博昭 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 69 静岡県

107 男子Ｍ４ 伊藤　明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 69 東京都 なるしまフレンド

108 男子Ｍ４ 戸澤　潔 ﾄｻﾞﾜ ｷﾖｼ 74 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＣＯＭＲＡＤＥ


