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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:00 備考 : 制限時間 6時間30分
召集エリア集合 8:20 　　　　※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 8:30 　　　　※83周回

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1 飯窪　哲矢 イイクボ　テツヤ レザン山梨

2 金子　幸信 カネコ　ユキノブ クラブ　ロードロ

3 長尾　磨周 ナガオ　マシュウ

4 市原　直弥 イチハラ　ナオヤ TRYCLE.ing

5 島田　育男 シマダ イクオ チーム一匹狼

6 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの耳

7 滝口　智 タキグチ　サトシ  Team一匹狼

8 黒須　翔吾 クロス ショウゴ 一匹狼

9 小倉　功太郎 オグラ　コウタロウ MRC

10 多田　一樹 タダ　カズキ U2 BIKES

11 高岡　亮寛 タカオカ　アキヒロ Roppongi Express

12 筒井　貴之 ツツイ　タカユキ TEAM一匹狼

13 菱川　浩一郎 ヒシカワ　コウイチロウ

14 池田　諒 イケダ マコト サイクルショップピーナッツ

15 矢島　竜一 ヤジマ リュウイチ TEAM AMiGos

16 若林　貴広 ワカバヤシ タカヒロ

17 高橋　誠 タカハシ　マコト Roppongi Express

18 鎌田　敬介 カマタ　ケイスケ

19 吉原　琉永 ヨシハラ　リュウエイ

20 和泉　英二 イズミ エイジ JETT

21 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ

22 片倉　岳瑠 カタクラ タケル CLUBろーたす

23 崎原　圭一 サキハラ ケイイチ ALDINA

24 福田　浩之 フクダ ヒロユキ ビール部自転車課

25 榎田　薫 エダ　カオル

26 荒井　資久 アライ　モトヒサ 秘密結社チャリンコドランカーズ

27 南波　和行 ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部

28 鈴木　誠人 スズキ マサト Team 一匹狼

29 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling　Dagyan　Nazaer RX&co;

30 河田　徹也 カワタ テツヤ FGA

31 嘉村　憲司 カムラ ケンシ team轍屋

32 田原　正剛 タハラ　セイゴウ ちゃりんこくらぶ

33 檜村　奏太 ヒムラ　ソウタ 新潟食料農業大学

34 古谷　朋一 フルタニ　トモカズ 内房レーシングクラブ

200kmチャレンジ / ソロ

200kmチャレンジ / 男⼦ソロ
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35 中川　良昭 ナカガワ　ヨシアキ オッティモ

36 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ team一匹狼

37 上野　豊生 ウエノ　トヨナリ TRYCLE

38 竹中　香流 タケナカ　カヲル

39 中島　卓二 ナカジマ　タクジ VIVA☆ZAPPEI

40 小林　崇 コバヤシ　タカシ オッティモ

41 濱田　大樹 ハマダ　ヒロキ TeamBee

43 門馬　史典 モンマ　フミノリ Bongole

44 蓬田　直生 ヨモギダ　ナオキ TRYCLE

45 末次　祐太 スエツグ　ユウタ

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

101 中村　葵 ナカムラ　アオイ U2 BIKES

102 山田　菜月 ヤマダ　ナツキ Team 一匹狼

200kmチャレンジ /⼥⼦ソロ
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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:00 備考 : 制限時間 6時間30分
召集エリア集合 8:20 　　　　※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 8:30 　　　　※83周回

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 チーム名

1301 見目　詠一 桜井　誠 ﾛｰﾄﾞﾛ・ｳｪﾙﾀﾞﾝ 掛持組

1302 関　裕也 池亀　諒 jimoai

1303 小林　大介 指平　繕和 自転車大会　ＯＬＤ

1304 Vu　HuynhSon 前川　竜輝 自転車大会　YOUNG

1306 金子　稔 元吉　剰人 神野　誠 吉澤　壮吉 走組60

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 チーム名

1501 河野　慎 前田　怜佳 越田　真奈美 ひよこクラブ(B)

1502 岡山　信男 山本　詠史 榎本　美帆 MIVRO_美帆の発射台　

1503 飯田　毅象 土居　健人 久保田　陽登美 長谷川　裕 ひよこクラブ

200kmチャレンジ / チーム

200kmチャレンジ / 男⼦チーム

200kmチャレンジ / 男⼥混成チーム
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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:00 備考 : 制限時間 6時間30分
召集エリア集合 8:20 　　　　※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 8:30 　　　　※66周回

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

201 是澤　徳昌 コレザワ　ノリマサ クラブ・ロードロ

202 宇田川　晟 ウダガワ　ジョウ まいぺーす

203 大西　輝 オオニシ　ヒカル TeamGOCHI

204 大徳　繁騎 ダイトク　シゲキ りんくびじょん

205 山田　貴一 ヤマダ キイチ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

206 仲野　靖 ナカノ ヤスシ TEAM ↑UP-DOWN↓

207 前田　真吾 マエダ　シンゴ TEAM ↑UP-DOWN↓

208 中川　健史 ナカガワ タケシ Muu

209 落合　拓郎 オチアイ タクロウ Rapha Cycling Club

210 石塚　将人 イシヅカ　マサト 湾岸カレーユナイテッド

211 本田　啓仁 ホンダ　ケイト LINKVISION GRASOLE CYCLING

212 安岡　勇 ヤスオカ　イサム PiacereYama

213 若島　大輔 ワカシマ　ダイスケ Grove 鎌倉

214 矢島　直人 ヤジマ　ナオト More Power VMB

215 市村　直生 イチムラ　ナオキ SweetHomeEdoGawa

216 渡邉　俊彦 ワタナベ　トシヒコ チームとの

217 薬師寺　康平 ヤクシジ コウヘイ OKT

218 八田　雄一 ハッタ　ユウイチ MORE POWER ! VMB

219 吉成　一真 ヨシナリ　カズマサ

220 猶原　聡 ナオハラ　サトシ 竹芝サイクルレーシング

221 深山　尚 ミヤマ ヒサシ

222 石丸　貴昭 イシマル　タカアキ セマスレーシング

223 宗野　勝朗 ソウノ　カツアキ

224 中津　利秋 ナカツ トシアキ

225 雑賀　大輔 サイカ　ダイスケ 湾岸カレーユナイテッド

226 北川　和真 キタガワ　カズマ Shonan Vertex Racing

227 川本　貴志 カワモト　タカシ Team YOU CAN

228 東郷　英一郎 トウゴウ エイイチロウ Cycle Pirates

229 郷間　大輔 ゴウマ　ダイスケ サンクスサイクルラボ

230 中臺　賢 ナカダイ　ケン CircleCycle

231 柳澤　和宏 ヤナギサワ　カズヒロ サイクルフリーダム・レーシング

232 小室　輝久 コムロ　テルヒサ

233 石橋　利晃 イシバシ　トシアキ 湾岸サイクリング・ユナイテッド

234 山崎　博志 ヤマザキ ヒロシ 湾岸カレー

160kmチャレンジ / ソロ

160kmチャレンジ / 男⼦ソロ
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235 Bentillo　Emiliano ベンティリョ　エミリアーノ

236 三井　裕樹 ミツイ ヒロキ Rapha Cycling Club

237 相原　良一 アイハラ リョウイチ オッティモ

238 秋好　佑太 アキヨシ　ユウタ VC福岡エリート

239 早苗　拓海 サナエ　タクミ エキップ　ティラン

240 増田　直久 マスダ　ナオヒサ -

241 本間　康仁 ホンマ　ヤスヒト

242 釜谷　正宏 カマタニ マサヒロ グローブ鎌倉

243 山岸　勇介 ヤマギシ　ユウスケ

244 松本　和仁 マツモト　カズヒト Team Gruppetto

245 小林　輝 コバヤシ テル

246 鵜澤　康徳 ウザワ　ヨシノリ 湾岸カレーユナイテッド

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

301 市村　愛 イチムラ　アイ SweetHomeEdoGawa

302 中村　順子 ナカムラ　ジュンコ

303 安藤　雅子 アンドウ マサコ 内房レーシングクラブ

160kmチャレンジ /⼥⼦ソロ
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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:00 備考 : 制限時間 6時間30分
召集エリア集合 8:20 ※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 8:30 ※66周回

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 チーム名

1601 須藤　公貴 石原　慎之介 目がハート

1602 小南舘　純 大関　訓 GROVE鎌倉C

1603 藤田　達治 直木　竜也 GROVE鎌倉E

1604 齋藤　文克 石井　健郎 GROVE鎌倉A

1605 西村　惇 中野　睦大 GROVE鎌倉D

1606 奥山　雅幸 織間　康行 GROVE鎌倉B

1607 君島　和久 高間　啓彰 FUNNY RACING

1608 上野　貴司 岩瀬　純一 大橋　真人 あひるレーシングクラブ

1609 照屋　貴己 廣石　勇樹 山本　航平 藤原　友史 サンクスサイクルラボ西葛西

1610 齋藤　剛 菅沼　修平 早田　翔 窪田　尚洋 木梨の貝。ギャオスサイクリングクラブ

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 チーム名

1701 川内　一史 川内　みゆき RX&CO;.

1702 多部田　泰裕 新橋　友香 金井　宏和 RED ZONE

1703 小林　耕平 廣瀬　博子 津谷　肇彦 MARIOLO

160kmチャレンジ / チーム

160kmチャレンジ / 男⼦チーム

160kmチャレンジ / 男⼥混成チーム
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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:00 備考 : 制限時間 6時間30分
召集エリア集合 8:20 　　　　※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 8:30 　　　　※42周回

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

501 鈴木　翔大 スズキ　ショウタ

502 多度津　芳夫 タドツ ヨシオ CROWS ULTIMA

503 山下　幸将 ヤマシタ　コウスケ 清瀬ゆるぽた倶楽部

504 吉冨　貴晶 ヨシトミ　タカアキ 清瀬ゆるぽた倶楽部

505 岡本　祐也 オカモト　ユウヤ

506 長岡　高志 ナガオカ　タカシ シクロクラブ

507 田村　政喜 タムラ マサキ 中島サイクル

508 大塚　玄一 オオツカ　ゲンイチ 中島サイクル

509 細谷　篤史 ホソヤ　アツシ 中島サイクル

510 植垣　亮次 ウエガキ　リョウジ 中島サイクル

511 小寺　政光 コデラ　マサミツ 中島サイクル

512 藤本　高史 フジモト　タカシ

513 高田　康司 タカダ　ヤスシ エキップシャミセンヌ

514 越川　徳之 コシカワ　ノリユキ GS

515 市川　雄一 イチカワ ユウイチ シクロクラブ

516 高橋　信宏 タカハシ ノブヒロ teamAPEX

517 加藤　壮浩 カトウ　タケヒロ

518 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing

519 大貫　信二 オオヌキ　シンジ エキップ　シャミセンヌ

520 中臺　健一 ナカダイ　ケンイチ U2 BIKES

521 石田　佳樹 イシダ　ヨシキ

522 眞野　薫 マノ　カオル

523 福田　博 フクダ　ヒロシ CYCLO donuts

524 山岸　信久 ヤマギシ　ノブヒサ TONY Racing

525 豊田　栄右 トヨダ　エイスケ U2 BIKES

526 鈴木　辰佳 スズキ　タツヨシ team APEX

527 及川　覚 オイカワ　サトル bee

528 斎藤　剛 サイトウ　ツヨシ FORCE

529 市川　貴浩 イチカワ　タカヒロ

530 岩室　泰志 イワムロ　タイシ EMH/SuiMe

531 砂田　亮 スナダ　リョウ 公立諏訪東京理科大学

532 橋田　智行 ハシダ　トモユキ U2 BIKES

533 江口　俊宏 エグチ　トシヒロ エキップシャミセンヌ

534 山下　亮治 ヤマシタ　リョウジ Team Bee

100kmチャレンジ / ソロ

100kmチャレンジ / 男⼦ソロ
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535 浅島　和稔 アサジマ　カズトシ 湘南レーシングチーム

536 佐々木　洋 ササキ　ヒロシ Drawer CC

537 吉田　優也 ヨシダ　ユウヤ

538 坂　孝司 バン　タカシ

539 谷中　達郎 ヤナカ　タツロウ

540 山崎　宇一 ヤマサキ　ウイチ

541 矢吹　潤平 ヤブキ　ジュンペイ

542 小野　貴博 オノ　タカヒロ team ZERO

543 東城　康夫 トウジョウ ヤスオ 大福屋

544 中池　一樹 ナカイケ　カズキ ピーナッツ

545 石田　広一 イシダ　コウイチ

546 植村　太一 ウエムラ タイチ

547 神谷　啓太 カミヤ　ケイタ

548 小川　純也 オガワ　ジュンヤ

549 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ Araren8214

550 金子　貴昭 カネコ　タカアキ 青学ブルベ部

551 尾形　幸彦 オガタ　ユキヒコ team APEX

552 木村　浩一郎 キムラ　コウイチロウ

553 佐藤　幹郎 サトウ　ミキオ

554 櫻井　和真 サクライ　カズマ 青学ブルベ自転車競技愛好会

555 山本　直哉 ヤマモト　ナオヤ 自転車管理委員会

556 宝槻　正 ホウツキ　タダシ 自転車管理委員会

557 岩城　辰也 イワキ　タツヤ 手賀沼自転車倶楽部

558 生沼　悟 オイヌマ　サトル

559 吉井　旭 ヨシイ　アサヒ team APEX 

560 石和　健佑 イシワ　ケンスケ team ZERO

561 小林　一美 コハ゛ヤシ カス゛ミ teamAPEX

562 内山　直也 ウチヤマ　ナオヤ Project k

563 扇子　尚之 オオギ　ナオユキ

564 谷本　健 タニモト タケシ Team BFY Racing

565 小島　輝裕 コジマ　テルヒロ グローブ鎌倉

566 小島　瞬汰 コジマ　シュンタ ZOS

567 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ GROVE鎌倉

568 藤巻　仁 フジマキ　ヒトシ MGM GROMA

569 亀井　正眸 カメイ　マサム U2 Bikes

570 宮越　篤司 ミヤコシ　アツシ 風魔横浜

571 木田　敏也 キダ　トシヤ MORE POWER!VMB

572 吉岡　幸太郎 ヨシオカ　コウタロウ

573 須藤　真央 スドウ　マヒロ U2 BIKES

574 松本　真幸 マツモト　マサユキ

575 鈴木　直人 スズキ ナオト B.O.U.

576 小野寺　高一 オノデラ　コウイチ ツールド草加

577 堀　智志 ホリ　サトシ More Power ! VMB

578 舟橋　潤 フナハシ　ジュン GROVE鎌倉
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579 平山　隼多 ヒラヤマ　ハヤタ

580 大谷　俊介 オオタニ　シュンスケ

581 清水　翔太 シミズ　ショウタ オッティモ

582 永田　洋介 ナガタ　ヨウスケ SHEG/Climber's High!

583 藤巻　寛 フジマキ　ヒロシ 風魔横浜

584 川田　純毅 カワダ　ジュンキ 風魔横浜

585 仲田　道人 ナカダ　ミチヒト TONY Racing

586 東　智博 ヒガシ トモヒロ MKⅲ

587 小峯　胤 コミネ　ツヅキ BMレーシング

588 宮田　和文 ミヤタ カズフミ RX＆CO

589 藤本　宝優 フジモト　タカマサ

590 中川　啓 ナカガワ　ヒラク

591 今村　秀孝 イマムラ ヒデタカ Rapha Cycling Club

592 田中　元浩 タナカ　モトヒロ RCC

593 笠　正和 リュウ　マサカズ

594 阿部　文彦 アベ　フミヒコ

595 工藤　海 クドウ　カイ 東京電機大学サイクリング部

596 徳山　見晴 トクヤマ　ミハル 東京電機大学サイクリング部

597 安島　優人 ヤスジマ　ユウト 東京電機大学サイクリング部

598 田中　誇二 タナカ　クワジ STRADA COSTIERA

599 蛭田　智啓 ヒルタ　トシヒロ GROMA RACING TEAM

600 渡邉　和徳 ワタナベ　カズノリ

601 小林　秀治 コバヤシ　シュウジ AVENTURA

602 菊川　実紀 キクガワ　ミノリ Roppongi Express

603 大内　康弘 オオウチ ヤスヒロ Aventura

604 仙頭　孝康 セントウ　タカヤス

605 福田　暢彦 フクダ ノブヒコ

606 宮下　直己 ミヤシタ　ナオキ

607 小川　直樹 オガワ ナオキ TEAM GIRO

608 高木　友明 タカギ トモアキ 風魔横浜　GROMA

609 柳澤　久永 ヤナギサワ ヒサナガ Aventura

610 高木　祐介 タカギ　ユウスケ RX

611 近藤　智貴 コンドウ　トモキ 三井住友銀行自転車部

612 廣瀬　慶太郎 ヒロセ　 ケイタロウ RX&CO;

613 山本　耕平 ヤマモト コウヘイ ARCCレーシングチーム

614 国武　篤志 クニタケ　アツシ

615 小島　聡仁 コジマ　トシヒト More power! VMB

616 辻　寿高 ツジ　トシタカ

617 野間　裕曜 ノマ　ヒロアキ

618 松下　憲輝 マツシタ　ノリテル 弱ペダ西船部

619 梛野　泰 ナギノ　ヤスシ BMレーシング

620 金丸　徹也 カナマル　テツヤ

621 竹久　渉 タケヒサ ワタル teamAPEX

622 田仲　義明 タナカ ヨシアキ RX&CO;
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623 西田　哲 ニシダ　テツ TLA

624 西平　哲 ニシヒラ　テツ ASMIC アスミック

625 杉浦　慎平 スギウラ　シンペイ THE DELEZ SQUAD

626 酒井　洋輔 サカイ　ヨウスケ ゲリラ豪雨

627 小林　亘 コバヤシ　ワタル

628 川﨑　亮人 カワサキ　アキト

629 白鳥　興寛 シラトリ トモヒロ ARCCレーシングチーム

630 小山　義英 コヤマ ヨシヒデ Aventura Cycling

631 上田　祥一朗 ウエダ　ショウイチロウ U2 BIKES

632 大山　直人 オオヤマ　ナオト なおとんNao

633 小笠原　崇 オガサワラ　タカシ

634 梅津　裕太郎 ウメツ　ユウタロウ

635 齋藤　優作 サイトウ　ユウサク チームBMレーシング

636 重田　道保 シゲタ　ミチヤス team ZERO

637 田村　繁貴 タムラ　シゲキ ノルンジャー？

638 伊東　恒輝 イトウ コウキ Roppo Racing

639 辻　洋彦 ツジ　ヒロヒコ

640 辻　千洸 ツジ チヒロ

641 小澤　大輔 オザワ　ダイスケ H.C.C.

642 奥田　尚哉 オクダ ナオヤ Rapha Cycling Club

643 吉田　健 ヨシダ　ケン Team黒い三連星

644 矢野　国康 ヤノ　クニヤス 日税

645 田村　亮 タムラ　リョウ

646 中川　恵太 ナカガワ　ケイタ

647 池田　常昭 イケダ　ツネアキ ツネ

648 橋本　悠輝 ハシモト　ユウキ 伊勢佐木長者町からの刺客

649 野村　圭 ノムラ　ケイ ロードバイク ビギナーズ

650 永井　勝己 ナガイ　カツミ

651 梶　佳一 カジ　ケイイチ

652 田村　隆治 タムラ タカハル

653 塩入　昭博 シオイリ　アキヒロ Araren 8214

654 佐伯　享昭 サエキ　タカアキ FCC Alba

655 吉村　健央 ヨシムラ　タケオ スマートコーチング

656 東　周彦 ヒガシ　トシヒコ

657 多田　純司 タダ　ジュンジ team bee

658 吉井　常浩 ヨシイ　ツネヒロ

659 原田　拓馬 ハラダ　タクマ H.C.C

660 山﨑　岳 ヤマザキ タケシ

661 池田　誠 イケダ　マコト One

662 村上　振一郎 ムラカミ　シンイチロウ

663 大友　守 オオトモ　マモル ARCCレーシングチーム

664 中村　勝利 ナカムラ　カツトシ

665 濱崎　男也 ハマサキ　ダンヤ

666 山崎　達也 ヤマサキ　タツヤ
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667 高木　綾大 タカギ　リョウタ Team Mishmash

668 藤井　淳次 フジイ　ジュンジ FunnyRacing

669 今泉　領 イマイズミ　リョウ

670 大久保　武幸 オオクボ　タケユキ ユニテック

671 仁科　洋人 ニシナ ヒロト サイクルフリーダム

672 松本　直樹 マツモト　ナオキ ユニテックRC

673 加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ チームSUZAKI

674 田代　浩 タシロ　ヒロシ

675 木村　圭佑 キムラ　ケイスケ

676 菅原　貴英 スガワラ タカトシ UNITEC RC

677 高橋　幸一 タカハシ コウイチ

678 横田　京祐 ヨコタ　キョウスケ

679 斎藤　義幸 サイトウ　ヨシユキ スマートコーチング

680 一瀬　光廣 イチノセ　ミツヒロ

681 田代　郷史 タシロ　ゴウシ

682 水落　拓也 ミズオチ　タクヤ

683 清水　洋一 シミズ ヨウイチ SINGLE SPEED SOLDIRS

684 阿部　真仁 アベ マコト ユニテック RC

685 松下　監土 マツシタ　ケント BMレーシング

686 布施　利実 フセ トシミ TEAM SANREMO

687 石村　公仁彦 イシムラ クニヒコ BT/戸塚朝練

688 古谷　博行 フルヤ ヒロユキ

689 鳥倉　必勝 トリクラ　ヒッショウ SBC VERTEX RACING TEAM

690 紺野　元汰 コンノ　ゲンタ こんげんチャンネル

691 大谷　俊次 オオタニ　シュンジ F.R.

692 松井　良恭 マツイ ヨシヤス Team 一匹狼

693 佐藤　綜二 サトウ　ソウジ

694 藤橋　亮 フジハシ　リョウ チームチェブロ

695 明石　良治 アカシ　リョウジ

696 久保田　祐児 クボタ　ユウジ Grove

697 伊東　和哉 イトウ　カズヤ bee

698 秋葉　茅麦 アキバ ツムギ Roppongi Express

699 小野　智弘 オノ トモヒロ 印西市民ズ

700 佐藤　寛朗 サトウ　ヒロアキ AutoBahnGotemba

701 奥澤　優也 オクザワ　ユウヤ AutoBahnGotemba

702 相原　晴一朗 アイハラ　セイイチロウ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

703 佐藤　勇輝 サトウ　ユウキ

704 尾崎　康太郎 オザキ　コウタロウ EMU SPEED CLUB

705 齊藤　宏樹 サイトウ　コウキ BMレーシング

706 村上　祐介 ムラカミ　ユウスケ

707 白石　伸幸 シライシ　ノブユキ OIKAZE_circlecycle

708 川上　靖博 カワカミ　ヤスヒロ
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ゼッケン 氏名 カナ チーム名

801 加藤　優 カトウ　ユウ

802 今村　桜子 イマムラ　サクラコ 内房レーシングクラブ

803 根本　香織 ネモト　カオリ team一匹狼

804 八野　可菜 ハチノ　カナ

805 安田　朋子 ヤスダ トモコ RX＆CO

806 宮野　幸 ミヤノ　ミユキ 魅惑のパンの耳

807 野村　繭 ノムラ　マユ ロードバイク　ビギナーズ

808 前島　律子 マエジマ　リツコ チバポンズ

809 藤井　京 フジイ　ミヤコ

100kmチャレンジ /⼥⼦ソロ
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サイクルジャンボリー 袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ
開催⽇:2021年11⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 11:00 備考 : 制限時間 3時間30分
召集エリア集合 11:20 　　　　※完⾛制限時間 15:00迄

スタート 11:30 　　　　※21周回

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1001 梅本　哲之 ウメモト テツユキ RinRinRacing

1002 井樋　謙太郎 イビ　ケンタロウ

1003 金子　悠剛 カネコ　ユウゴ Team SHIDO

1004 梅本　浩 ウメモト　ヒロシ

1005 鈴木　広道 スズキ　ヒロミチ sncレーシングチーム

1006 井川　民夫 イガワ　タミオ team ZERO

1007 乾　龍太郎 イヌイ　リョウタロウ

1008 堤　一紘 ツツミ　カズヒロ

1009 越智　進太郎 オチ　シンタロウ Nourinchukin

1010 宇佐美　大輔 ウサミ　ダイスケ

1011 菅野　心平 カンノ　シンペイ 宮野木自転車漕走会

1012 長谷川　雄二 ハセガワ　ユウジ team ZERO

1013 加藤　龍之介 カトウ　リュウノスケ TeFa

1014 青谷　正毅 アオヤ マサキ

1015 風見　慶浩 カザミ ヨシヒロ

1016 堀口　誠 ホリグチ　マコト 宮野木自転車漕走会

1017 松見　明彦 マツミ　アキヒコ

1018 中宿　昌彦 ナカヤド マサヒコ

1019 石橋　昊武 イシバシ　ヒロム TeFa

1020 小川　智嗣 オガワ　サトシ 宮野木自転車漕走会

1021 大関　隆寛 オオゼキ　タカヒロ 手賀沼自転車倶楽部

1022 桐澤　敦 キリサワ　アツシ 宮野木自転車漕走会

1023 福山　慧 フクヤマ　サトシ SHEG+シモガク

1024 高川　孝一 タカガワ コウイチ　　 Team   Bee

1025 田岡　淳一 タオカ　ジュンイチ

1026 村上　聖真 ムラカミ　ショウマ

1027 安藤　友識 アンドウ　トモサト

1028 川島　僚太 カワシマ　リョウタ Team Glory

1029 鈴木　威彦 スズキ　タケヒコ GIRO

1030 藤平　翼 フジヒラ　ツバサ TeFa

1031 伊藤　秀俊 イトウ ヒデトシ

1032 市川　学 イチカワ　マナブ

1033 箕輪　洸之助 ミノワ　コウノスケ

1034 稲垣　利光 イナガキ　カヅテル

50kmチャレンジ / ソロ

50kmチャレンジ / 男⼦ソロ
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1035 岸本　淳志 キシモト　アツシ

1036 小仁田　充 コニタ　ミツル

1037 吉原　暢英 ヨシハラ　ノブヒデ

1038 澤村　彩人 サワムラ　アヤト

1039 内藤　諒 ナイトウ　リョウ

1040 石塚　郁洋 イシヅカ　イクヒロ

1041 梅澤　信次 ウメザワ　シンジ チーム　ステラ

1042 高木　俊暢 タカギ　トシノブ 7Gears

1043 竹生　健太 タコウ　ケンタ

1044 松田　貢 マツダ　ミツグ

1045 小宮　眞之 コミヤ　マサユキ ７GEARS

1046 島田　裕司 シマダ　ユウジ

1047 杉山　元啓 スギヤマ モトヒロ 宮野木自転車漕走会

1048 村田　守 ムラタ　マモル

1049 齋藤　英雄 サイトウ　ヒデオ 7Gears

1050 坂井　翔真 サカイ　ショウマ 内房レーシング

1051 林　多可根 ハヤシ　タカネ

1052 宮原　健太朗 ミヤハラ　ケンタロウ ASMIC

1053 立石　悟 タテイシ　サトル

1054 橋本　龍一 ハシモト　リュウイチ

1055 松尾　剛之 マツオ タケユキ

1056 亀山　哲也 カメヤマ　テツヤ

1057 及川　勝 オイカワ マサル 凛々サイクリングチーム

1058 岩切　圭司 イワキリ ケイジ Redshoes Cycling Team

1059 宮崎　友孝 ミヤザキ トモタカ

1060 原　敬彦 ハラ タカヒコ

1061 井上　徹 イノウエ　トオル

1062 井上　湧心 イノウエ　ユウシン

1063 田中　慎一郎 タナカ　シンイチロウ teamZERO

1064 青木　慶 アオキ　ケイ ASU

1065 永井　宏和 ナガイ　ヒロカズ Team　Patience 

1066 野呂　大樹 ノロ ヒロキ Team　Patience 

1067 磯野　諒 イソノ　リョウ CinqMorceau

1068 日山　貴雄 ヒヤマ　タカオ

1069 緒川　瑠斗 オガワ　リュウト

1070 高岡　良行 タカオカ　ヨシユキ ピナシャライズド

1071 米﨑　崇人 ヨネザキ　タカヒト ピナシャライズド

1072 村田　清一 ムラタ　セイイチ ビール部自転車課

1073 芳賀　守 ハガ　マモル 木村情報技術トライアスロン部

1074 川村　隼矢 カワムラ　ジュンヤ

1075 齋藤　晃太 サイトウ　コウタ Cinq Morceau

1076 齋藤　敬介 サイトウ　ケイスケ MARE Cycling Club

1077 大月　和宣 オオツキ カズノリ Chiba Bike Club

1078 藤野　善太 フジノ　ゼンタ EQMEN RACING
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1079 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ アラスカワークス

1080 高橋　尚暉 タカハシ　ナオキ Cinq Morceau(サンクモルソー)

1081 佐野　太規 サノ　タイキ

1082 髙橋　勇人 タカハシ　ハヤト Cinq Morceau

1083 矢野　健太郎 ヤノ　ケンタロウ

1084 天城　康久 アマギ　ヤスヒサ

1085 井関　学 イセキ マナブ

1086 大久保　正道 オオクボ　マサミチ TAKAHANA

1087 小柳　勇 コヤナギ　イサム

1088 森榮　晃彦 モリサカ　アキヒコ チームしろめし

1089 仲谷　淳 ナカヤ　アツシ

1090 趙　民錫 チョウ　ミンソク

1091 渡沼　知也 ワタヌマ　トモヤ

1092 影山　大祐 カゲヤマ　ダイスケ Cinq Morceau

1093 加納　彰 カノウ　アキラ

1094 茂原　正臣 シゲハラ　マサオミ ユニテックＲＣ

1095 宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ Team MAX41

1096 藤崎　雄三 フジサキ　ユウゾウ blue moment

1097 吉田　諭史 ヨシダ　サトシ

1098 髙田　裕 タカダ　ユウ チームBMレーシング

1099 笠原　健吾 カサハラ　ケンゴ

1100 山田　敏史 ヤマダ トシフミ ユニテックRC

1101 遠藤　優 エンドウ　ユウ Roppongi Express

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1201 久保　美恵 クボ　ミエ U2 BIKES

1202 木村　裕圭 キムラ　ユカ teamZERO

1203 青谷　美奈子 アオヤ ミナコ

1204 福山　舞 フクヤマ　マイ Sheg

1205 田岡　彩花 タオカ　アヤカ

1206 扇子　美由紀 オオギ　ミユキ

1207 田代　春佳 タシロ　ハルカ

1208 薗部　桃子 ソノベ　モモコ RX&CO;

1209 小野　響子 オノ　キョウコ team ZERO

1210 村田　明日香 ムラタ　アスカ

1211 高橋　瑞恵 タカハシ　ミズエ Roppongi Express

1212 太田　則子 オオタ　ノリコ

1213 浅井　今日子 アサイ　キョウコ FORCE

1214 黒川　真理子 クロカワ　マリコ Cinq Morceau

1215 森榮　晃子 モリサカ アキコ チームしろめし

1216 大西　美穂 オオニシ　ミホ サイクル・フリーダム

50kmチャレンジ /⼥⼦ソロ
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