
No カテゴリー 名前 名前（ペア） チーム名
1 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 尾関 真⼸ EUC
2 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 奥村 弥⽣
3 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ ⼩久保 裕美⼦
4 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 嶺⼭ 万紀⼦ チームbonbon
5 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ ⽊村 亜希⼦
6 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 吉良 裕代
7 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 平松 智⼦
8 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 鈴⽊ 悦⼦
9 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 加藤 よし⼦

10 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 飯尾 百合⼦

11 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 室⽯ まどか

12 エンデューロ【120分】：ソロ⼥⼦ 棚橋 奈菜

13 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭⽥ 裕之
14 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 森 健太
15 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 柳川 ⼤介
16 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 飯島 徹 ちゃりん娘サポダーズ
17 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 北村 良将 T.S.K.Y
18 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中村 拓真
19 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 柴⽥ 雅之
20 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻄條 ⽂隆
21 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 野⼝ 博
22 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼⽊ 成郎
23 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 東井 浩⾂
24 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 加藤 智樹
25 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽥中 国⼤
26 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 教野 友作 ビワ one メテオ
27 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 豊嶋 ⼤輔 DMCX
28 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 宮島 怜史
29 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽝井 健太
30 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 宮野 諭
31 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 河野 史瑛呂 TEAM 光
32 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 村上 賢次
33 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽔野 貴⾏ ドンゴング
34 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽯川 重之
35 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 甲村 聡
36 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 梅林 康典 KINANaaca
37 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 篠嵜 耕太郎
38 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 川合 徳道 チーム 真
39 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩俣 誠⼆
40 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 寺本 重⼀
41 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽥中 克征 チーム斜⾯ライダー
42 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽥中 ⼀輝
43 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 印南 威 Pedal Monkeys
44 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 真野 真
45 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻲⼭ 隆志
46 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾜⽴ 賢⼀郎 Pedal Monkeys
47 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 今瀬 芳広 Pedal Monkeys
48 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭岸 雅幸



49 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭岸 朋広
50 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 河合 豊
51 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中川 尊雄
52 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 加藤 潔
53 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 服部 徹也
54 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽯川 清彦
55 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 遠藤 智誉
56 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 古川 真悟 follow up
57 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩久保 瑠惟 京都向陽サイクルスポーツクラブ
58 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽥中 真琴
59 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 間瀬 研⼆
60 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 和⽥ 広勝 ちゃりん娘サポーター中部⽀部
61 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽯⽥ 敬祐
62 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩林 篤史
63 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 野⽥ 和夫 チームヤマシゲ
64 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 伊藤 誓悟
65 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼤⻄ 克司
66 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 若松 三郎 Lontano宝塚
67 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 樋⽥ 昌⼤ 渡部⽯油⾃転⾞競技部
68 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 加藤 勝裕 team NARO
69 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽯原 晃
70 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻘⽊ 努 Quest⽇進
71 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 梅本 伸⾏
72 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 濱坂 国博 hamar
73 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 林 則之
74 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼤⽵ 智隆
75 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩林 茂
76 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼤澤 昌輝
77 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 篠⽥ 淳史 サイクルぴっとイノウエ/MKW
78 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 藤原 英晃
79 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽔島 靖雄
80 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 神村 雅薫
81 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 泰地 ⻯郎
82 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽔越 智彦
83 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 井⼾上 佳之
84 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼤⽵ 崇⽃
85 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 榎⽥ 薫
86 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 近藤 幸孝 BHMC
87 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 森⽥ 祥希
88 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 前⽥ 浩 ぴっとレーシング
89 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭本  達也
90 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼橋 佳男
91 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 梅⼭ 広孝
92 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中島 正⼈
93 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼梨 宏修
94 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 佐野 克典
95 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽥本 雅彦
96 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 板坂 雅彦
97 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 奥貫 隆之甫



98 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 細井 ⼤嗣
99 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽊本 貴徳 MKU.BC

100 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 安⽥ ⽵志
101 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 奥村 貴史 毘沙⾨銀輪会
102 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 坂本 悟史
103 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 渡邉 尚⽣
104 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 松井 慎⼀
105 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 尾崎 寛範
106 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 河村 真吾 G650
107 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩野 雅寛
108 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 倉本 稔久
109 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 廣瀬 ⾠哉
110 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼤庭 敏也
111 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 本間 秀⼀郎 Pedal Monkeys
112 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 酒匂 隆⾏ Cycle Team 「茶まる」
113 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 説⽥ 量⼀ ぼっち
114 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⿊⽥ 主悦
115 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 林 建佑
116 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 吉⽥ 惇
117 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 佐藤 隆太朗 CYCLE WITCHES
118 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻄野 ⼤介
119 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⿑藤 健治 NCC東海⽀部
120 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾕出 新 ⾕兵
121 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 松本 祐⼆
122 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 東 佑志 レブハフトレーシング
123 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 秋⼭ 和徹
124 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 浅野 佑介 クズ勢・こけしdi2
125 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 三股 弘明
126 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾚江橋 卓也 あすたま
127 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽩柳 元司
128 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 福⽥ 和志
129 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 永⽥ 幸徳
130 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 近藤 陽⼀ ビワoneメテオ
131 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 森本 武
132 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 天野 貴吉 (株)三五サイクリング部
133 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾚池 弘好
134 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 齋藤 隆英 ⻫⾼レーシング
135 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼橋 信治 ⻫⾼レーシング
136 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼橋 哲也 ⻫⾼レーシング
137 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 杉⼭ 栄章
138 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中村 彰希
139 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 酒井 洋明
140 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 松川 亜利樹 ブレイカーズ
141 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 板倉 裕聖 Leap 浜松cycling team
142 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 村中 善勝

143 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼊江 伸⼀

144 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽵⽣ 正幸

145 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽵村 年⽣

146 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 江崎 良⽂



147 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 横井 利明

148 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩⽥ 春彦

149 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 藤村 茂

150 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中元 浩⼆

151 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 嶋崎 博

152 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 加藤 正伸

153 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 瀧川 賀久

154 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 新井 隆司

155 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 坂上 雄⼀

156 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 湯川 ⻯

157 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中⻄ 謙太郎

158 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩野 仁⼠

159 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中島 崇

160 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 湯澤 啓介

161 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼柳 健⼆

162 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 三股 正彦

163 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻄尾 和久

164 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 塚野 英俊

165 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 鈴⽊ 弘⽂

166 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 若⼭ 輝和

167 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 松⾒ 和⾏

168 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 江⼝ 徳亨

169 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 濱⼝ 輝秋

170 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 湯浦 裕貴

171 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩林 徹

172 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽯川 拓

173 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾼畑 巡

174 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 花⽥ 敬次郎

175 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 豊永 達也

176 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 中前 元久

177 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 神⾕ 伸治

178 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 岡⼭ 敏教

179 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 福本 ⼤輔

180 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⻑尾 介貴

181 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ Ｓａｎｄｕ Ｉｏｎｕｔ G.S.Astuto

182 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 浅井 強太

183 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 尾崎 誠

184 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 池澤 聡志

185 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼊⾕ 康視

186 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ Ｋｕｎｉｈｉｒｏ Ｈｕｇｏ

187 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 鈴⽊ 創

188 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 楯 恭明

189 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 広中 直⼈

190 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 和⽥ 洋平

191 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⽮野 直倫

192 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭本 有造

193 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 橋岡 宏茂

194 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 寺島 圭介

195 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 遠藤 裕章



196 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 加藤 ⼤輔

197 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 牧野 剛⼠

198 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭本 和輝

199 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 近藤 良亮

200 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 花岡 泰仲

201 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 森⽥ 圭祐

202 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 渡邉 将太

203 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼭内 康裕

204 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾦⼭ 剛成

205 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 元嶋 佑弥

206 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 重⽥ 翔⼀

207 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 岩本 朋⼤

208 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩⽥ 亮汰

209 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩島 健太郎

210 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 杉⼭ 雄亮

211 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 藤原 晃志

212 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 梅村 誠太郎

213 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 近藤 敦志

214 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 近藤 賢志

215 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 辻本 ⻘⽮

216 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⾦⽥ 直樹

217 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 楢⼭ 結⼰

218 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼩林 信晴

219 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ 菊⼭ 将志

220 エンデューロ【120分】：ソロ男⼦ ⼈⾒ 将史

221 エンデューロ【120分】：ペア⼥⼦ ⽥中 典⼦ ⽥中 愛佳理 チーム斜⾯ライダー
222 エンデューロ【120分】：ペア⼥⼦ ⼩⿅ ⽐咲⼦ 渡辺 裕⼦ リコピン
223 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 加島 崇史 ⼭⽥ 和弘 TeamKGN
224 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 遠藤 和樹 遠藤 友樹
225 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 松岡 洋史 松岡 直弥
226 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⽵下 清孝 市丸 安則 ラッキークローバーＺ
227 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 今泉 善之 梅岡 佳彦 チームさぶろう
228 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 稲垣 郁雄 ⻄川 直哉 ベビトーリ
229 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 藤⽥ ⻯也 藤⽥ 新⼆ インパルス
230 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 服部 光秀 佐藤 公彦 ごりらツーリングクラブ1
231 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⽯井 秀幸 深⾕ 謙太 ごりらツーリングクラブ3
232 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 遠藤 城太郎 堀尾 佳那 ごりらツーリングクラブ4
233 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 宮島 基樹 宮島 ⼤河 ごりらツーリングクラブ2
234 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 元庄⽮ 崇仁 ⾠⺒ 裕次郎 ノースショア
235 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⿊⽥ 晃平 福⽥ 理恩 チームONE
236 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⻘野 紘⼠ ⽶村 広⼀郎 DIESEL Y
237 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 鈴⽊ 雄⼤ ⾼本 聡 Diesel O
238 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⼭脇 道晴 横⼭ 倫教
239 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 松浦 渉太 ⻤頭 聖 チーム@in
240 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 柏原 雅⼤ 福⽥ 和晃 カシオペア座のプリンセス☆
241 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 柴⽥ 篤 榊原 学 Team03
242 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 越 ⼤輔 ⽔⾕ 優 CTR
243 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 寺尾 駿 sishive maoh 信州⼤学⾃転⾞競技部
244 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 熊崎 晋也 ⽟村 修⼆ JNR



245 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 星野 真哉 星野 達哉 STARS

246 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ ⼆井 勇磨 ⽩川 真也 NITロボコン⼯房OB⾃転⾞同好会

247 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 橋⽖ 俊樹 三浦 聡 習志野サイクリングＯＢ会東海⽀部うどん派

248 エンデューロ【120分】：ペア男⼦ 河上 嘉孝 篠⽥ 翼 チームチキン南蛮

249 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ ⼩⽵ 明⼦ ⼩⽵ 万歳 アキマン
250 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 岡⽥ 裕介 浅野 智加 輪々⽇和A
251 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 北川 由紀⼦ 平⼦ 基樹
252 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ ⾦澤  健児 岩下 みゆき MIX JUICE
253 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 辻村 剛 辻村 知佳 ペンギンさんチーム
254 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 河尾 輝彦 河尾 眞由美 Y練
255 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ ⼯藤 英彦 栗原 春湖 TEAM AMiGos
256 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 深⾕ 優光 ⼤野 琴美 Liberta
257 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 近藤 ⼤輔 近藤 ⿇⾐ KONDO RACING
258 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 中家 加津彦 中家 彩恵 チョコレート

259 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 塚本 憲治 塚本 千恵⼦ Crazy Train R

260 エンデューロ【120分】：ペア男⼥ 瀧野 紀美⼦ 菅井 春稀 KFC

261 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 岩⽥ 聡⼦ ⼤垣ピストンズ
262 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 鈴⽊ 梓
263 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ ⼟井 裕⼦
264 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 渡辺 悦妙
265 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ ⼩⽥ ⼀実 Nijika
266 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 星野 仁美

267 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 濵⼝ 真帆

268 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 福居 紀実

269 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 平野 友恵

270 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ 榎 理沙

271 エンデューロ【60分】：ソロ⼥⼦ ⽶川 あやと

272 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩林 将太
273 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 坂井 ⻯⼀
274 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 下井 康暉
275 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻄浦 謙吾
276 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 吉⽥ 卓史
277 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 伊藤 芳典
278 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鈴⽊ 修 NCK⾃転⾞くらぶ
279 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 下池 達也
280 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 峯⼭ 泉
281 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 塚本 英⼆ TOTEC468
282 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 渡辺 潤
283 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼭⼝ 友和
284 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松永 眞理⽣ ちゃりん娘 中部サポーター
285 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻲⼭ 誠
286 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 今井 元章
287 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 藤⾕ 照治
288 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽶倉 敏浩 チーム・ドバッツ
289 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 野中 伸哉
290 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩坂 雄⼀ 藤⾕サイクル
291 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 森川 正浩
292 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 湊原 正司 トーテック４６８
293 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 出原 直⼈



294 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 佐野 明 TOTEC468
295 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松永 ⽂明
296 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 加納 彰
297 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩⼭ 慶佑
298 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 川瀬 勝彦
299 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻑⾕川 智 TOTEC468
300 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩⼭ 宣悦
301 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 児⽟ 拓也 ライフレーシングチーム
302 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松本 清寿
303 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 伊藤 貴志
304 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 川辺 貴広
305 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 佐藤 尚⼠
306 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 樅⼭ ⼤剛
307 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⾦井 怜央樹
308 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 仙⽯ ⾼章
309 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 磯部 智弘
310 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 武藤 謙之
311 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩野 茂樹
312 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼤塚 楓太
313 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 武藤 和政
314 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 吉⾒ 俊彦
315 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼭⼝ 勝弘
316 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 中村 宗徳 ⾃転⾞Cafe三喜屋
317 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松本 哲郎 ユーロード
318 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 中林 豊道
319 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 安川 翔 Impulse
320 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽶光 祐介
321 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 萩野 竣亮
322 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松下 哲昭
323 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 杉⼭ 敏樹
324 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 加藤 雅⼤ PKサイクリングチーム
325 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 遠藤 吉⾒
326 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⾼⽊ 隆太郎 EUC
327 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 浅井 淳
328 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 新⽊ 将栄
329 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 藤原 伸⼀
330 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 古⽥ 弘幸 しみずサイクル
331 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 前⽥ 知久
332 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 岡本 剛 INOAC
333 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽇吉 ⼀貴 ライフレーシングチーム
334 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⾼⽥ 侑亮 DRONE
335 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 横川 最 wing foot
336 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼤原 健嗣 wing foot
337 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 相良 晶⼀
338 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼋⽥ 友成
339 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 渡邊 暁彦
340 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 檀上 義信 TEAM SIMIZU
341 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 太⽥ 崇照
342 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 古⽥ 真英



343 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⾕⼝ 和嗣
344 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 永井 秀明
345 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 渡辺 和也
346 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 和⽥ 直彦
347 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 稲垣 純平
348 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鈴⽊ 達男 チャリ⾛
349 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 上久保 椋太
350 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ハラ ヨシ
351 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 伊藤 洋治
352 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 佐々 直紀
353 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 佐々 鴻⼠朗
354 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 駒津 由紀彦 チャリ⾛
355 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽚⼭ 浩志
356 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 北沢 翔太
357 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 平井 育⼈
358 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 村⽥ 海太郎
359 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 瀬⽥ 玲 CYCLE CAT'S
360 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 有⽊ 聡 Good vibes cycle
361 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 舞原 健太
362 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 深⾕ 良孝
363 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 早川 雄基 雪⼭部
364 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽥附 光
365 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 松岡 広朗
366 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 川合 靖仁
367 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 今泉 幸⼆郎
368 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 岡島 洋介
369 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩塚 正直
370 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 各務 英樹
371 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 内 達哉 comehere
372 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 伊藤 和憲
373 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 加納 ⿓次 ⼤連無限
374 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽯川 英樹 ぴっとレーシング
375 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 笠松 卓⽮ TEAM 光
376 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽔野 賢⼀
377 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鎌⽥ 響 寝坊レーシング
378 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽵内 善則
379 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 陳 歴峰
380 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 柘植 孝之

381 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 三好 真雄

382 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 梅村 年幸

383 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 橋本 豊

384 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽵⽥ 昌弘

385 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼯藤 純市

386 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼤地本 治樹

387 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 安藤 博夫

388 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼩名⽊ 仁

389 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 渡辺 こうじ

390 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 浅井 幸喜

391 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 安⽥ 太⼀



392 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⼤⻄ 克司

393 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽥代 裕⼀

394 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 菅井 新

395 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鈴置 卓也

396 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⾺野 晃⼀

397 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 中嶋 健⼆

398 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 淺野 嘉典

399 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻄崎 真之

400 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鈴⽊ 和仁

401 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻘⽊ 優太

402 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 彦根 智

403 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 那須⽥ 浩之

404 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 筒井 祐太

405 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 北川 健太

406 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 富阪 怜

407 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⽥中 誠万

408 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 鷲野 雄⼀

409 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 岩井 友哉

410 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ ⻑⾕川 凌

411 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 平松 空⼤

412 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 阿⽐⼦ 正敏

413 エンデューロ【60分】：ソロ男⼦ 住吉 晴気

414 エンデューロ【60分】：ペア⼥⼦ 道⽊ 加絵 道⽊ 埜有 Team Anura (Ladies)

415 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ ⽩井 豪嗣 垣⾒ 秀輝 EXPLODING
416 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 林 和隆 林 優也 チームKAZ
417 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 永吉 勇⼀ 永吉 ⼤晴
418 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 伊藤 ⼤値 ⼭本 貴紀 ヤング⼭本とペヤングヤング
419 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 梅村 太⼀ 重野 広介 三河ゴリッツェン
420 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ ⼩林 卓⾺ 北嶋 智弥 トーテック468
421 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 杉浦 ⼤介 杉浦 啓太 すぎーズ
422 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 鍛治 征毅 宮澤 秀雄 チームKJMZ
423 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 千種 弦 ⼟⽥ 陽 フェイスキャンプ
424 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 村⼭ 省吾 村⼭ 響輝 wing foot
425 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 楠本 宏樹 荻野 徹 ターミネーターRT
426 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 池⽥ 佳之 村⽥ 光隆
427 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 塩野 喜⼤ 鈴⽊ 秀治 チームけんたくん
428 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 秋⽥ 和彦 梶野 秀忠 DENSO RACING
429 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 井上 和司 井上 恵介 AMGN794
430 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 濵野 巧勝 ⼤島 和泰 おちんぎんれーしんぐ
431 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 反⽥ 剛 ⽊村 利久 名古屋⾼校⾃転⾞競技部 OB



432 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ ⾚嶺 彰紀 塚本 隆志 Taqus
433 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 御厨 寿正 安保 寿樹 Chang
434 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 道⽊ 慎⼆ 道⽊ 琢真 Team Anura (Men)

435 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 平⽥ 達 ⻑⾕川 拓紀 NCFD1

436 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 村⼭ 省吾 村⼭ 響輝 wing foot

437 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 井⼾⽥ ⽂博 平崎 琉椰 TCC-SPEED

438 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 坂上 嘉則 濱地 勇樹 NCFD2

439 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ ⽔野 裕貴 中野 圭 おちんぎんれーしんぐ

440 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 佐々⽊ 勇輔 中村 ⼤器 えのき⾃転⾞倶楽部

441 エンデューロ【60分】：ペア男⼦ 鈴⽊ 篤海 飯伏 寛太 ユーロード×光

442 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 増⽥ 翔太 増⽥ ⼩雪 三味線レーシング
443 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 河辺 早和⼦ 河辺 孝明 DRONE K
444 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 住⽥ 篤紀 住⽥ 愛 ⼤垣ピストンズ
445 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 北島 俊太郎 北島 真緒 Super Rice Food
446 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 佐伯 岳範 ⼭本 美帆 nijika×Clover
447 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 松崎 裕⼀ ⽔⾕ 知⼦ junk-garage
448 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 那須 太介 那須 遵⼦ ジャイアント名古屋焼⾁部
449 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 河野 勝⼈ 奥原 令⼦ Nijika
450 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 江良 伸明 江良 陽⼦ YTK

451 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 島⼝ 絢伍 ⽯原 裕理 チームこまちゃんいしくん XmasVer.

452 エンデューロ【60分】：ペア男⼥ 牧野 恵⼤ 島⽥ 好⾹ AGUCC

Guest KINAN Cycling Team Salvador Guardiola
Guest KINAN Cycling Team Marcos Garcia
Guest KINAN Cycling Team Thomas Lebas
Guest KINAN Cycling Team 中島 康晴
Guest KINAN Cycling Team 新城 雄⼤
Guest KINAN Cycling Team ⼭本 元喜
Guest KINAN Cycling Team 椿 ⼤志
Guest KINAN Cycling Team ⾬乞 ⻯⼰
Guest KINAN Cycling Team ⼭本 ⼤喜
Guest KINAN Cycling Team 中⻄ 健児
Guest 56サイクル 筧 五郎
Guest Gokiso 森本 誠
Guest イナーメ信濃⼭形 ⾦⼦広美
Guest ちゃりん娘 浅野 歩
Guest ちゃりん娘 松本 奈々
Guest ちゃりん娘 中村 礼


