
味噌川ダム完成２０周年記念　２Days race in 木祖村
Communique

スタートリスト　Stage1a/１ｂ

BIB
No.

氏　名 チーム名

1 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ イナーメ
2 中村　龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ イナーメ
3 大東　泰弘 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾔｽﾋﾛ イナーメ
4 井上　政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ イナーメ
5 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ イナーメ
6 間瀬　勇毅　★ ﾏｾ ﾕｳｷ 京都産業大学
7 中井　路雅　★ ﾅｶｲ ﾐﾁﾏｻ 京都産業大学
8 溝口　智貴　★ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 京都産業大学
9 藤田　俊輔　★ ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 京都産業大学

10 山田　康太　★ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 京都産業大学
11 デリアク・ロイック ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
12 ヴァラド・ジェゾン ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
13 ゲゼ・ブルノ ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
14 トム・ボシス　★ ﾄﾑ ﾎﾞｼｽﾞ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
15 水野　貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
16 小坂　正則　● ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ スワコレーシングチーム
17 兼子　博昭 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ スワコレーシングチーム
18 村山　優弥 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ スワコレーシングチーム
19 田尻　直樹　● ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ スワコレーシングチーム
20 池本　真也 ｲｹﾓﾄ ｼﾝﾔ スワコレーシングチーム
21 佐藤　秀和　★ ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ サイクルフリーダム・レーシング
22 岩佐　昭一 ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ サイクルフリーダム・レーシング
23 簑原　大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ サイクルフリーダム・レーシング
24 醍醐　高徳 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ サイクルフリーダム・レーシング
25 金久保　良三 ｶﾈｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ サイクルフリーダム・レーシング
26 渥美　守宏　● ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 桜台レーシングチーム
27 小野寺　和也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 桜台レーシングチーム
28 香西　真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 桜台レーシングチーム
29 中川　直樹　★ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 桜台レーシングチーム
30 高橋　伸成　● ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾅﾘ 桜台レーシングチーム
31 阿部　航大　★ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ Honda栃木レッド
32 石井　祥平　★ ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ Honda栃木レッド
33 上野　裕樹　★ ｳｴﾉ ﾕｳｷ Honda栃木レッド
34 川田　優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ Honda栃木レッド
35 水間　健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ Honda栃木レッド
36 下島　将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 那須ブラーゼン
37 高木　三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 那須ブラーゼン
38 岩井　航太 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 那須ブラーゼン
39 西尾　勇人　★ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 那須ブラーゼン
40 新城　銀二　★ ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ 那須ブラーゼン
41 風間　博之 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ グリーン　ウォークライド
42 米谷　隆志　★ ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ グリーン　ウォークライド
43 兼松　大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ グリーン　ウォークライド
44 伊藤　広　★ ｲﾄｳ　ﾋﾛ グリーン　ウォークライド
45 青木　峻二 ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ グリーン　ウォークライド
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46 横塚　浩平　★ ﾖｺﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ LEOMO Bellmare Racing Team
47 小清水　拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ LEOMO Bellmare Racing Team
48 中里　仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ LEOMO Bellmare Racing Team
49 古田　潤　★ ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ LEOMO Bellmare Racing Team
50 才田　直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ LEOMO Bellmare Racing Team
51 梶田　歩 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ Pinazou Test Team
52 伊藤　彰秀 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ Pinazou Test Team
53 海藤　稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ Pinazou Test Team
54 山口  雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ Pinazou Test Team
55 中澤　潤　● ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ Pinazou Test Team
56 菅野　正明 ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ Link TOHOKU
57 高橋　義博　● ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ Link TOHOKU
58 渡邊　友一　● ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ Link TOHOKU
59 岩崎　晶雲　★ ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ Link TOHOKU
60 半澤　雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ Link TOHOKU
61 澤野　敦志 ｻﾜﾉ ｱﾂｼ 竹芝サイクルレーシング
62 齋藤　和輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 竹芝サイクルレーシング
63 高橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 竹芝サイクルレーシング
64 城所　祐太 ｷﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ 竹芝サイクルレーシング
65 齋藤　憲幸　● ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 竹芝サイクルレーシング
66 窪田　懇 ｸﾎﾞﾀ Y's Road 東西
67 関根  啓総　★ ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ Y's Road 東西
68 白井　真人 ｼﾗｲﾏｻﾋﾄ Y's Road 東西
69 服部　真哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ Y's Road 東西
70 梅林　康典　● ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ Y's Road 東西
71 福岡　直樹 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ HIRAKO.mode
72 中山　勝晴 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾊﾙ HIRAKO.mode
73 近藤　貴仁　● ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ HIRAKO.mode
74 鈴木　悦生 ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ HIRAKO.mode
75 馬場　克行　● ﾊﾞﾊ ﾞｶﾂﾕｷ HIRAKO.mode
76 冨安　雄一郎 ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ cicli-HIDE＆POSITIVO
77 伊藤　晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ cicli-HIDE＆POSITIVO
78
79 梅野　秀哉　● ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ cicli-HIDE＆POSITIVO
80 梅野　優哉　● ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ cicli-HIDE＆POSITIVO
81 村田　進　● ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ RITCHEY BREZZAカミハギRT
82 嶋田　祥　★ ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ RITCHEY BREZZAカミハギRT
83 渡辺　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ RITCHEY BREZZAカミハギRT
84 土井　隆昌 ﾄﾞｲ ﾀｶﾏｻ RITCHEY BREZZAカミハギRT
85 堀田　耕司　● ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ RITCHEY BREZZAカミハギRT
86 高橋　誠　● ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ レガルスイ
87 佐藤　耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ レガルスイ
88 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ レガルスイ
89 柴田　直樹　● ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ レガルスイ
90 山本　聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ レガルスイ
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91 杉野　元基　★ ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 駒澤大学Z改
92 蛭川　滉太　★ ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀ 駒澤大学Z改
93 伊藤　潤　★ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 駒澤大学Z改
94 森　勇太　★ ﾓﾘ ﾕｳﾀ 駒澤大学Z改
95 竹尾　拓夏　★ ﾀｹｵ ﾋﾛﾅﾂ 駒澤大学Z改
96 早川　祐司　● ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ Honda栃木イエロー
97 平野　宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ Honda栃木イエロー
98 河合　貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ Honda栃木イエロー
99 小泉　亮一　★ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ Honda栃木イエロー

100 小林　宏志　● ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ Honda栃木イエロー
101 平井　大陽　★ ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ SAUCE DEVELOPMENT
102 今井　章雄　★ ｲﾏｲ ｱｷｵ SAUCE DEVELOPMENT
103 森本　玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ SAUCE DEVELOPMENT
104 萬谷　和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ SAUCE DEVELOPMENT
105 高橋　真吾 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ SAUCE DEVELOPMENT
106 STEFANO GIORDANO　● ｽﾃﾌｧﾉ ﾖﾙﾀﾞﾝ チームやまなし
107 雨宮　渡　★ ｱﾒﾐﾔ ﾜﾀﾙ チームやまなし
108 水野　恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ チームやまなし
109 雨宮　耕基　★ ｱﾒﾐﾔ ｺｳｷ チームやまなし
110 杉本　浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ チームやまなし
111 雑賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
112 竹内　貴紀　★ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
113 石橋　利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
114 前川　太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
115 飯嶋　睦　● ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
116 井村　元気 ｲﾑﾗ ｹﾞﾝｷ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
117 大島　理彦　● ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
118 橋爪　文太　★ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾌﾞﾝﾀ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
119 喜多　義昭　● ｷﾀ ﾖｼｱｷ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
120 谷井　年久　● ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
121 金光  仁 ｶﾈﾐﾂ ｼﾞﾝ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
122 矢野  和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
123 島田  哲朗 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
124 佐藤　貴也 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
125 齋藤　義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
126 飯沼　誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ Team FITTE
127 大濱　篤史　● ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ Team FITTE
128 守口　海 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｲ Team FITTE
129 忍田　基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ Team FITTE
130 國定　洋行　● ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ Team FITTE
131 鯉沼　篤史 ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
132 佐野　彰彦 ｻﾉ ｱｷﾋｺ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
133 増田　遼馬　★ ﾏｽﾀ ﾞﾘｮｳﾏ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
134 高橋　翔　★ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
135 山田　哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾋｺ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
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136 高田　雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ ブラック　ウォークライド
137 福原　大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ ブラック　ウォークライド
138 佐川　祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ブラック　ウォークライド
139 小嶋　渓円　★ ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ ブラック　ウォークライド
140 小室　雅成　● ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ ブラック　ウォークライド
141 安永　亮　● ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ 竹芝自転車倶楽部
142 藤澤　直人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 竹芝自転車倶楽部
143 加藤　淳一　● ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 竹芝自転車倶楽部
144 越澤　友一　● ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 竹芝自転車倶楽部
145 石井　基朗　● ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 竹芝自転車倶楽部
146 奥村　隆平 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ DESTRA
147 川瀬　章史　● ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ DESTRA
148 倉田　裕之　● ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ DESTRA
149 二俣　雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ DESTRA
150 小暮　貴士 ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ DESTRA
151 安立　和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ チームフィンズ
152 山田　雄典 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ チームフィンズ
153 会田　森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ チームフィンズ
154 東條　容明 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｱｷ チームフィンズ
155 今井　恭平 ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ チームフィンズ
156 星野　貴大 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ ワイズロード/CDJ
157 星野　将宏 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ ワイズロード/CDJ
158 和田　宗浩 ﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ ワイズロード/CDJ
159 利田　卓也 ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ ワイズロード/CDJ
160 鶴岡　慶太 ﾂﾙｵ ｶｹｲﾀ ワイズロード/CDJ
161 石村　公仁彦　● ｲｼﾑﾗ ｸﾆﾋｺ BIKE TOWN CYCLING
162 中地　義一 ﾅｶﾁ ﾖｼｶｽﾞ BIKE TOWN CYCLING
163
164 湯澤　実　● ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ BIKE TOWN CYCLING
165 赤川　真　● ｱｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ BIKE TOWN CYCLING

●…O-40（OVER40)対象選手（１９７６年１２月３１日以前生まれ）
★…U-23（UNDER23）対象選手（１９９４年１月１日以降生まれ）


