
野沢温泉自転車祭2022　ヒルクライムエントリーリスト

中学生男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

1 宮島　悠月 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾕﾂﾞｷ

2 今井　奏汰 ｲﾏｲ　ｿｳﾀ

3 山岸　環 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾏｷ

4 村上　誠太郎 ﾑﾗｶﾐ　ｾｲﾀﾛｳ ﾁｰﾑHARA

5 松尾　恒樹 ﾏﾂｵ　ｺｳｷ 野沢温泉中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

6 池田　泉太 ｲｹﾀﾞ　ｾﾝﾀ 野沢温泉中学校

7 櫻井　光樹 ｻｸﾗｲ　ｺｳｷ 菅平中学校

8 富井　孝 ﾄﾐｲ　ﾀｶｼ 野沢温泉中学校

9 河野　聖良 ｺｳﾉ　ｾﾗ 野沢温泉中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

10 藤田　舜輝 ﾌｼﾞﾀ　ｼｭﾝｷ

11 藤田　篤輝 ﾌｼﾞﾀ　ｱﾂｷ

12 雨車　尊 ｳﾙﾏ　ﾀｹﾙ

13 和田　蒼一朗 ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ COWGUMMA

14 藤浪　珂唯 ﾌｼﾞﾅﾐ　ｶｲ

15 井川　昊駿 ｲｶﾞﾜ　ｺｳﾀ AK factory racing

中学生女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

51 平出　彩音 ﾋﾗｲﾃﾞ　ｱﾔﾈ 白樺湖ﾛｲﾔﾙﾋﾙｼﾞｭﾆｱ

52 杉浦　梨心 ｽｷﾞｳﾗ　ﾘｺ おのだ倶楽部

53 富井　美森 ﾄﾐｲ　ﾐﾓﾘ 野沢温泉Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ

54 池田　夏 ｲｹﾀﾞ　ﾅﾂ 野沢温泉中学校

55 上野　すみれ ｳｴﾉ ｽﾐﾚ 野沢温泉中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

56 藤岡　そよか ﾌｼﾞｵｶ　ｿﾖｶ 野沢温泉中学校

57 養田　もえ ﾖｳﾀﾞ ﾓｴ
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高校生男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

101 山田　愛太 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬高校

102 竹節　天太 ﾀｹﾌｼ　ﾃﾝﾀ 中野立志館高等学校

103 大日方　彩吹 ｵﾋﾞﾅﾀ　ｲﾌﾞｷ

104 山﨑　悠 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾕｳ

105 関野　佑平 ｾｷﾉ　ﾕｳﾍｲ 飯山高校

106 古川　碧 ﾌﾙｶﾜ　ｱｵｲ

107 大野　祐一郎 ｵｵﾉ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻﾞ･ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾝ

108 佐藤　めだる ｻﾄｳ　ﾒﾀﾞﾙ 民宿かみや

109 安田　琢待 ﾔｽﾀﾞ　ﾀｸﾏ 飯山高校

110 加藤　仁 ｶﾄｳ ｼﾞﾝ

111 八懸　一星 ﾔﾂｶﾞｹ　ｲｯｾ 飯山高校

112 久保　勇斗 ｸﾎﾞ　ﾊﾔﾄ

113 行田　弦士 ｺｳﾀﾞ　ｹﾞﾝｼ じょんのびたいむ

114 武村　勇飛 ﾀｹﾑﾗ　ﾕｳﾄ 中野立志舘高等学校

115 河野　大峨 ｺｳﾉ　ﾀｲｶﾞ 飯山高校

116 森　尊 ﾓﾘ　ﾀｹﾙ 高田高校

117 樋口　巧真 ﾋｸﾞﾁ　ﾀｸﾏ 久居農林高等学校

118 渡邊　元揮 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾞﾝｷ 久居農林高等学校

119 近澤　優志朗 ﾁｶｻﾞﾜ　ﾕｳｼﾛｳ 久居農林高等学校

120 大澤　兆成 ｵｵｻﾜ　ｷﾅﾘ 久居農林高等学校

121 大西　健翔 ｵｵﾆｼ　ｹﾝｼｮｳ 久居農林高等学校
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高校生女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

151 小柳　花梨 ｺﾔﾅｷﾞ　ｶﾘﾝ 飯山高校

152 三浦　瑠生 ﾐｳﾗ　ﾙｷ 飯山高校

153 山本　莉乃 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘﾉ 飯山高校

154 山本　紗羽 ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾜ 飯山高校

155 小椋　愛花 ｵｸﾞﾗ　ｱｲｶ

156 Coomber　Charlotte Coomber Charlotte 6th element, Iiyama KoKo Alpine clube

18歳～29歳男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

201 桜田　守 ｻｸﾗﾀﾞ　ﾏﾓﾙ 影山輪業横浜杉田店

202 吉田　貴祐人 ﾖｼﾀﾞ　ｷｭｳﾄ spirit遊

203 伊藤　浩樹 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ LooseRiders JAPAN

204 中島　昴平 ﾅｶｼﾞﾏ　ｺｳﾍｲ

205 笹岡　大祐 ｻｻｵｶ　ﾀﾞｲｽｹ

206 西川　貴裕 ﾆｼｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ

207 飯田　和弥 ｲｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾔ

208 広田　涼 ﾋﾛﾀ　ﾘｮｳ

209 小林　晴太 ｺﾊﾞﾔｼ　ｾｲﾀ ｻﾞ･ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾝ

210 松本　雄大 ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳﾀﾞｲ ﾊｯﾋﾟｰﾜｸﾜｸｻｲｸﾘﾝｸﾞ

211 小川　雄也 ｵｶﾞﾜ　ﾕｳﾔ TYNIY

212 春原　広翼 ｽﾉﾊﾗ　ｺｳｽｹ

213 江澤　昴 ｴｻﾞﾜ　ｽﾊﾞﾙ

214 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ　ﾀﾞｲｷ Route365

215 宮野　ｸﾞｽﾀｳﾞｫ ﾐﾔﾉ　ｸﾞｽﾀｳﾞｫ 新潟国際情報大学 自転車競技部

216 川上　敦司 ｶﾜｶﾐ　ｱﾂｼ 新潟国際情報大学 自転車競技部

217 岡本　智希 ｵｶﾓﾄ　ｻﾄｷ 新潟国際情報大学 自転車競技部

218 髙野　竜輔 ﾀｶﾉ　ﾘｭｳｽｹ 新潟国際情報大学 自転車競技部
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18歳～29歳女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

251 杉浦　日菜 ｽｷﾞｳﾗ　ﾋﾅ おのだ倶楽部

252 中嶋　ｻﾏﾝｻ ﾅｶｼﾞﾏ　ｻﾏﾝｻ

253 渡邉　祐佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｶ 太平洋建設SC

30歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

301 有山　瑞紀 ｱﾘﾔﾏ　ﾐｽﾞｷ

302 中村　研哉 ﾅｶﾑﾗ　ｹﾝﾔ

303 清水　宗晴 ｼﾐｽﾞ　ﾑﾈﾊﾙ ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞ銀座

304 永田　洋介 ﾅｶﾞﾀ　ﾖｳｽｹ Climber's High!/SHEG

305 青木　逹徳 ｱｵｷ　ﾀﾂﾉﾘ

306 鈴木　一肇 ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾄｼ ﾌﾟﾛﾄﾝ伊豆

307 坂田　繁也 ｻｶﾀ　ｼｹﾞﾔ

308 金井　広太 ｶﾅｲ　ｺｳﾀ

309 斉藤　翔太 ｻｲﾄｳ　ｼｮｳﾀ ﾜｺﾞﾝあｰる

310 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ　ｼﾞｭﾝ

311 野口　岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ VCMS GRIDE

312 島方　大 ｼﾏｶﾀ　ﾏｻﾙ

313 福澤　輝 ﾌｸｻﾞﾜ　ｱｷﾗ

314 中村　裕太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ OBY人力二輪会

315 高橋　知明 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ RABBIT FOOT

316 鈴木　京太 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾀ TEAM NARO/rokkoracing/おされﾌｨｯｼﾝｸﾞ

317 髙橋　克幸 ﾀｶﾊｼ　ｶﾂﾕｷ Team ELMO

318 松澤　圭祐 ﾏﾂｻﾞﾜ　ｹｲｽｹ 有沢自転車ｸﾗﾌﾞ

319 増古　孝太 ﾏｽｺ　ｺｳﾀ ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ

320 安達　翼 ｱﾀﾞﾁ　ﾂﾊﾞｻ

321 山田　雄典 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳｽｹ じょんのびたいむ
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30歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

322 本間　智樹 ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

323 西澤　直紀 ﾆｼｻﾞﾜ　ﾅｵｷ Red Beco

324 長田　善仁 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾄ

325 大塚　尭 ｵｵﾂｶ　ﾀｶｼ

30歳代女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

351 遠藤　絵美 ｴﾝﾄﾞｳ　ｴﾐ

352 伊藤　あすみ ｲﾄｳ　ｱｽﾐ

353 近藤　ひとみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ team.BlackStomach

354 上野　眞奈美 ｳｴﾉ　ﾏﾅﾐ COMPASS HOUSE

355 島方　菜摘 ｼﾏｶﾀ　ﾅﾂﾐ

356 春原　愛海 ｽﾉﾊﾗ　ｱﾐ

357 佐藤　恵美 ｻﾄｳ　ｴﾐ

40歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

401 田村　元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ

402 田口　政良 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 影山輪業横浜杉田店

403 照田　征史 ｼｮｳﾀﾞ　ﾏｻｼ

404 黒田　隆 ｸﾛﾀﾞ　ﾀｶｼ TEAM LEVORG

405 葛生　寛征 ｸｽﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 重力技研/YBC/Spirytus

406 伊藤　裕一 ｲﾄｳ　ﾕｳｲﾁ

407 小野澤　隆徳 ｵﾉｻﾞﾜ　ﾀｶﾉﾘ

408 酒井　大輔 ｻｶｲ　ﾀﾞｲｽｹ

409 藤沢　英喜 ﾌｼﾞｻﾜ　ﾋﾃﾞｷ

410 野澤　正之 ﾉｻﾞﾜ　ﾏｻﾕｷ 影山輪業横浜杉田店
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40歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

411 清水　一則 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ JETT

412 宮島　正行 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾏｻﾕｷ

413 大橋　泰文 ｵｵﾊｼ　ﾔｽﾌﾐ

414 野口　悟 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

415 豊田　良平 ﾄﾖﾀ　ﾘｮｳﾍｲ 西富士友の会

416 志田　佳成 ｼﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ ｼﾝ･ﾋﾙｸﾗｲﾏｰ

417 玉井　和寛 ﾀﾏｲ　ｶｽﾞﾋﾛ 野沢温泉お宿たまゆら

418 内藤　崇裕 ﾅｲﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ

419 船越　孝太郎 ﾌﾅｺｼ　ｺｳﾀﾛｳ

420 返町　直樹 ｿﾘﾏﾁ　ﾅｵｷ TypeA!!!RACING

421 渡邊　輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｷﾗ

422 佐藤　忍 ｻﾄｳ　ｼﾉﾌﾞ ﾁｰﾑﾌｨﾝｽﾞDT塾

423 藤本　和也 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾔ EURO-WORKS Racing

424 清野　彰久 ｷﾖﾉ　ｱｷﾋｻ HCS

425 齋藤　記一 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ

426 村上　雅史 ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻﾌﾐ

427 小林　正樹 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻｷ

428 古尾谷　宗一郎 ﾌﾙｵﾔ　ｿｳｲﾁﾛｳ

429 加藤　敦 ｶﾄｳ　ｱﾂｼ

430 加藤　雄大 ｶﾄｳ　ﾕｳﾀ

431 栗原　亮一 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ

432 篠田　圭一 ｼﾉﾀﾞ　ｹｲｲﾁ

433 和田　裕介 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ

434 三田　耕輔 ﾐﾀ ｺｳｽｹ

435 藤浪　好胤 ﾌｼﾞﾅﾐ　ﾖｼﾂｸﾞ

436 松澤　俊精 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾄｼｱｷ

437 植木　貴洋 ｳｴｷ　ﾀｶﾋﾛ



野沢温泉自転車祭2022　ヒルクライムエントリーリスト

40歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

438 Wood　Andy ｳｯﾄﾞ ｱﾝﾃﾞｨ じょんのびTIME

439 笠原　博人 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾄ SUWASUN

440 山嵜　裕之 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ

441 鵜飼　和仁 ｳｶｲ　ｶｽﾞﾋﾄ suwasan

442 大澤　億人 ｵｵｻﾜ　ﾔｽﾄ

443 島田　剛志 ｼﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ

444 青木　正幸 ｱｵｷ　ﾏｻﾕｷ 有沢自転車ｸﾗﾌﾞ

445 ｷﾞｬﾋﾞﾝ　ﾏｸｱﾚｱ ｷﾞｬﾋﾞﾝ　ﾏｸｱﾚｱ

446 杉原　亮太 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ MIVRO

40歳代女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

481 西川　洋子 ﾆｼｶﾜ　ﾖｳｺ

482 矢野　紘子 ﾔﾉ　ﾋﾛｺ ｵｶﾞｸｽﾞ会

483 島田　浩美 ｼﾏﾀﾞ　ﾋﾛﾐ ch.books

484 森　雪 ﾓﾘ　ﾕｷ Compass House Bike Club

50歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

501 市川　信一 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｲﾁ ﾁｰﾑBABA

502 田中　宏昌 ﾀﾅｶ　ﾋﾛﾏｻ 影山輪業横浜杉田店

503 松尾　隆弘 ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ 影山輪業横浜杉田店

504 新井　隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ

505 田中　一祥 ﾀﾅｶ　ｶｽﾞﾖｼ

506 加藤　勝裕 ｶﾄｳ　ｶﾂﾋﾛ TEAM　NARO　HC

507 町山　弥 ﾏﾁﾔﾏ ﾜﾀﾙ

508 井上　英彰 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ Likka
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50歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

509 菅野　善彦 ｽｶﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 有沢自転車ｸﾗﾌﾞ

510 森　直人 ﾓﾘ　ﾅｵﾄ ﾁｰﾑBABA

511 村山　聡 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄｼ

512 山崎　孝俊 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀｶﾄｼ ﾕﾆﾃｯｸRC

513 鍛治　忠和 ｶｼﾞ ﾀﾀﾞｶｽﾞ TTR

514 伊藤　宏之 ｲﾄｳ　ﾋﾛﾕｷ

515 田嶋　良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ

516 宮川　正和 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ

517 酒井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ OGGI

518 友野　忠昭 ﾄﾓﾉ ﾀﾀﾞｱｷ

519 一柳　和弘 ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞ銀座

520 関根　仁 ｾｷﾈ　ﾋﾄｼ

521 古山　幸一 ﾌﾙﾔﾏ　ｺｳｲﾁ NST

522 北嶋　伸 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝ ﾌｨﾝｽﾞ/北嶋社会保険労務士事務所

523 坂本　善昌 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ INFINITY

524 杉浦　克彦 ｽｷﾞｳﾗ　ｶﾂﾋｺ おのだ倶楽部

525 ﾎｰﾙｽﾞﾜｰｽ　ﾛﾋﾞﾝ ﾎｰﾙｽﾞﾜｰｽ　ﾛﾋﾞﾝ

526 森田　淳也 ﾓﾘﾀ　ｼﾞｭﾝﾔ

527 大谷　英朗 ｵｵﾀﾆ　ﾋﾃﾞｱｷ

528 平井　尚弘 ﾋﾗｲ ﾅｵﾋﾛ NASU FAN CLUB

529 北川　勝己 ｷﾀｶﾞﾜ　ｶﾂﾐ

530 山岸　沢人 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾜﾄ

531 山田　武史 ﾔﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ

532 木村　佳裕 ｷﾑﾗ　ﾖｼﾋﾛ

533 古橋　正明 ﾌﾙﾊｼ　ﾏｻｱｷ

534 佐藤　智弥 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ JPO

535 渡辺　満広 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 離山ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
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50歳代男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

536 伊達　丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾁｰﾑﾌｨﾝｽﾞ

537 Collins　David Collins　David

538 松沢　昌志 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾏｻｼ はしれ!いくりん

539 佐藤　昭則 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ 民宿かみや

540 矢嶋　康 ﾔｼﾞﾏ　ﾔｽｼ

541 吉田　献児 ﾖｼﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ

542 春日　義和 ｶｽｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ

543 西森　亮裕 ﾆｼﾓﾘ　ｱｷﾋﾛ Marugari 

544 小林　亘 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾜﾀﾙ

545 重田　利靖 ｼｹﾞﾀ ﾄｼﾔｽ

546 山崎　英樹 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾃﾞｷ

547 伊藤　正幸 ｲﾄｳ　ﾏｻﾕｷ

548 渡辺　高志 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶｼ SUWASUN

549 四十八願　勉 ﾖｲﾅﾗ　ﾂﾄﾑ

550 松島　力 ﾏﾂｼﾏ　ﾁｶﾗ

50歳代女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

581 伊藤　あゆみ ｲﾄｳ　ｱﾕﾐ

582 保科　佳子 ﾎｼﾅ　ﾖｼｺ

583 小林　智美 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾄﾓﾐ

584 杉山　真起子 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾏｷｺ ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞ銀座

585 山岸　昌美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾐ

586 前谷　佳代子 ﾏｴﾀﾆ　ｶﾖｺ

587 伊達　敦子 ﾀﾞﾃ　ｱﾂｺ ﾁｰﾑﾌｨﾝｽﾞ
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60歳以上男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

601 井出　浩文 ｲﾃﾞ　ﾋﾛﾌﾐ

602 平岡　文男 ﾋﾗｵｶ　ﾌﾐｵ まほﾛﾊﾞRC

603 澤木　伸一 ｻﾜｷ　ｼﾝｲﾁ 木島小学校ｽﾎﾟｸﾗ荘

604 山岸　紀寛 ﾔﾏｷﾞｼ　ﾓﾄﾋﾛ

605 西井　庸 ﾆｼｲ ﾔｽｼ 瀬戸内銀輪狂走会

606 吉村　仁志 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾄｼ

607 寺内　貞雄 ﾃﾗｳﾁ ｻﾀﾞｵ

608 大竹　新一 ｵｵﾀｹ ｼﾝｲﾁ

609 竹村　和貢 ﾀｹﾑﾗ　ｶｽﾞﾐﾂ YUMEYA自転車部

610 前谷　聡 ﾏｴﾀﾆ　ｻﾄｼ

611 大橋　龍美 ｵｵﾊｼ　ﾀﾂﾐ

612 北原　博人 ｷﾀﾊﾗ　ﾋﾛﾄ

613 小山　晃 ｺﾔﾏ ｱｷﾗ

614 三日尻　智 ﾐｶｼﾞﾘ　ｻﾄｼ RTﾗﾌﾟﾗｼｱﾝ

615 根本　敏朗 ﾈﾓﾄ　ﾄｼﾛｳ

616 小寺　利典 ｺﾃﾞﾗ　ﾄｼﾉﾘ

617 笹川　敏夫 ｻｻｶﾞﾜ　ﾄｼｵ 新潟TRC

618 盛岡　正男 ﾓﾘｵｶ ﾏｻｵ ｱｽﾄﾘｼｮﾝ

619 小巻　之弘 ｺﾏｷ　ﾕｷﾋﾛ

620 小宮　市男 ｺﾐﾔ　ｲﾁｵ

621 木本　佳秀 ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 湯の岳仙人

60歳以上女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

651 神前　紀子 ｶﾝｻﾞｷ ﾉﾘｺ 瀬戸内銀輪狂走会
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［e-bike］一般男子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

701 田村　裕 ﾀﾑﾗ　ﾕﾀｶ

702 清水　英行 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾃﾞﾕｷ e-bike Watch

703 増谷　茂樹 ﾏｽﾀﾆ ｼｹﾞｷ e-bike Watch

704 大澤　匡 ｵｵｻﾜ　ﾀﾀﾞｼ

705 嶋田　祥葵 ｼﾏﾀﾞ　ﾖｼｷ TORAYA

706 難波　賢二 ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

707 佐藤　二郎 ｻﾄｳ　ｼﾞﾛｳ team 毘沙門

708 八木　幸夫 ﾔｷﾞ　ﾕｷｵ うるとらﾁｮｯﾌﾟ

［e-bike］一般女子

BIB 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ

751 古田　美穂 ﾌﾙﾀ　ﾐﾎ

クラス エントリー数
中学生男子 15
中学生女子 7
高校生男子 21
高校生女子 6

18歳～29歳男子 18
18歳～29歳女子 3

30歳代男子 25
30歳代女子 7
40歳代男子 46
40歳代女子 4
50歳代男子 50
50歳代女子 7

60歳以上男子 21
60歳以上女子 1

［e-bike］一般男子 8
［e-bike］一般女子 1

合計 240


