5 Stage SUZUKA

2017.8.19(sat)～20(sun)
18 Aug 2017

COMMUNIQUE No.1
5 Stage SUZUKA START LIST / 5ステージ・スズカ スタートリスト
ネクストリーム・うどん棒

MKW
1
2
3

森﨑 英登/ﾓﾘｻｷﾋﾃﾞﾄ
大東 泰弘/ﾀﾞｲﾄｳﾔｽﾋﾛ
湯浦 裕貴/ﾕｳﾗﾔｽﾀｶ

★

4

篠田 淳史/ｼﾉﾀﾞｱﾂｼ

5
6

河田 恭司郎/ｶﾜﾀﾞｷｮｳｼﾛｳ
岸本 伊織/ｷｼﾓﾄｲｵﾘ

11 寺内 僚汰/ﾃﾗｳﾁﾘｮｳﾀ
12 橋本 陽介/ﾊｼﾓﾄﾖｳｽｹ
13 堀川 滉太/ﾎﾘｶﾜｺｳﾀ

天狗党

★

14 渡邊 雄太/ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳﾀ

DESTRA

61 倉田 亮/ｸﾗﾀﾘｮｳ
62 山中 集平/ﾔﾏﾅｶｼｭｳﾍｲ

53 Day Ryan/ﾃﾞｲﾗｲｱﾝ
54 高杉 知彰/ﾀｶｽｷﾞﾄﾓｱｷ
55 永吉 篤弥/ﾅｶﾞﾖｼｱﾂﾔ

56 吉原 健太郎/ﾖｼﾊﾗｹﾝﾀﾛｳ

35 伊藤 隼也/ｲﾄｳｼｭﾝﾔ
36 町田 龍⼠/ﾏﾁﾀﾞﾘｭｳｼﾞ

FAST LANE Racing

34 古谷 勇輝/ﾌﾙﾀﾆﾕｳｷ

★

ぴっとレーシングチーム

41 Stefano Giordano/ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｮ
ﾙﾀﾞｰﾉ
42 Clatworthy Fred/ｸﾗｯﾄﾜｰｼﾞｰ
ﾌﾚｯﾄﾞ
43 Samuel Gilbert/ｻﾐｭｴﾙｷﾞﾙ
ﾊﾞｰﾄ
44 荻野 ⾠徳/ｵｷﾞﾉﾀﾂﾉﾘ
45 加藤 周作/ｶﾄｳｼｭｳｻｸ
46 増田 輝之/ﾏｽﾀﾞﾃﾙﾕｷ

名岐ベンド

71 熊本 大五郎/ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｺﾞﾛｳ
72 酒井 孝典/ｻｶｲｺｳｽｹ

81 浜中 俊英/ﾊﾏﾅｶﾄｼﾋﾃﾞ
82 桑島 隆之/ｸﾜｼﾏﾀｶﾕｷ

91 野原 弘貴/ﾉﾊﾗﾋﾛｷ
92 畦地 利哉/ｱｾﾞﾁﾄｼﾔ

63 白石 正人/ｼﾗｲｼﾏｻﾄ

73 衣本 始司/ｷﾇﾓﾄﾓﾄｼﾞ

83 田平 真也/ﾀﾋﾗｼﾝﾔ

93 山田 哲也/ﾔﾏﾀﾞﾃﾂﾔ

64 小嶋 宏紀/ｺｼﾞﾏﾋﾛｷ
65 萬谷 和志/ﾏﾝﾀﾆｶｽﾞｼ

74 神野 悠作/ｼﾞﾝﾉﾕｳｻｸ
75 小俣 雄風太/ｵﾏﾀﾕｳﾀ

84 宮嶋 美規夫/ﾐﾔｼﾞﾏﾐｷｵ
85 井上 大我/ｲﾉｳｴﾀｲｶﾞ

94 山田 太⼠/ﾔﾏﾀﾞﾀｲｼ
95 大野 友久/ｵｵﾉﾄﾓﾋｻ
96 臼井 洋平/ｳｽｲﾖｳﾍｲ

66 高橋 真吾/ﾀｶﾊｼｼﾝｺﾞ

バルバクラブ

25 高橋 信成/ﾀｶﾊｼﾉﾌﾞｼｹﾞ
26 ⾹⻄ 真介/ｺｳｻﾞｲｼﾝｽｹ

八ヶ岳CYCLING CLUB

SAUCE DEVELOPMENT

51 奥村 隆平/ｵｸﾑﾗﾘｭｳﾍｲ
52 内丸 達也/ｳﾁﾏﾙﾀﾂﾔ

31 村井 寛/ﾑﾗｲﾋﾛｼ
32 中⻄ 啓太/ﾅｶﾆｼｹｲﾀ
33 海藤 稜⾺/ｶｲﾄﾞｳﾘｮｳﾏ

24 野上 太一/ﾉｶﾞﾐﾀｲﾁ

15 ジェイソン アイゼンミン/ｼﾞｪｲｿﾝ
ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ

Panasonic

21 光山 英典/ﾐﾂﾔﾏﾋﾃﾞﾉﾘ
22 伊藤 政仁/ｲﾄｳﾏｻﾋﾄ
23 棚橋 峻也/ﾀﾅﾊｼｼｭﾝﾔ

76 窪田 博英/ｸﾎﾞﾀﾋﾛﾋﾃﾞ

Team スクアドラ

ｉｎｓｔｉｎｃｔ

86 柴山 公男/ｼﾊﾞﾔﾏｷﾐｵ

Sakatani

ZAS Rcing

101 酒井 紀章/ｻｶｲﾉﾘｱｷ
102 寺崎 武郎/ﾃﾗｻｷﾀｹﾛｳ

111 大原 勇生/ｵｵﾊﾗﾕｳｷ
112 小林 拓真/ｺﾊﾞﾔｼﾀｸﾏ

121 村上 一夫/ﾑﾗｶﾐｶｽﾞｵ
122 中浦 和浩/ﾅｶｳﾗｶｽﾞﾋﾛ

131 吉武 孝二/ﾖｼﾀｹｺｳｼﾞ
132 孫崎 義之/ﾏｺﾞｻｷﾖｼﾕｷ

141 吉田 優一/ﾖｼﾀﾞﾕｳｲﾁ
142 紺谷 龍生/ｺﾝﾀﾆﾀﾂｵ

103 井上 和郎/ｲﾉｳｴｶｽﾞｵ
104 濱野 克悠/ﾊﾏﾉｶﾂﾕｷ

113 ⻄森 文哉/ﾆｼﾓﾘﾌﾐﾔ
114 抽冬 充央/ﾇｸﾄｳｱﾂｵ

123 久賀 正晴/ｸｶﾞﾏｻﾊﾙ
124 阿利 政徳/ｱﾘﾏｻﾉﾘ

133 山本 裕明/ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｱｷ
134 山本 修司/ﾔﾏﾓﾄｼｭｳｼﾞ

143 河内 博⾏/ｶﾜﾁﾋﾛﾕｷ
144 高塚 武彦/ﾀｶﾂｶﾀｹﾋｺ

105 山本 大樹/ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲｷ

115 田中 実/ﾀﾅｶﾐﾉﾙ
116 内田 宇海/ｳﾁﾀﾞﾀｶﾐ

TeamRuedaNAGOYA

★

NASU FAN CLUB

151 落合 友樹/ｵﾁｱｲﾕｳｷ
152 小林 正樹/ｺﾊﾞﾔｼﾏｻｷ
153 秋本 光隆/ｱｷﾓﾄﾐﾂﾀｶ

161 平井 尚弘/ﾋﾗｲﾅｵﾋﾛ
162 高橋 聡一/ﾀｶﾊｼｿｳｲﾁ
163 林 岳/ﾊﾔｼﾀｶｼ

154 薮内 靖弘/ﾔﾌﾞｳﾁﾔｽﾋﾛ

Inspire Racing Team
171 山本 孝志/ﾔﾏﾓﾄﾀｶｼ
172 冨⼠ 勲/ﾌｼﾞｲｻｵ
173 渡邉 昭博/ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷﾋﾛ

135 山下 龍星/ﾔﾏｼﾀﾘｭｳｾｲ

Team Bicycle Color
181 永野 人⼠/ﾅｶﾞﾉﾋﾄｼ
182 吾妻 健夫/ｱﾂﾞﾏﾀｹｵ
183 新井 啓利/ｱﾗｲﾋﾛﾄｼ

145 前田 真吾/ﾏｴﾀﾞｼﾝｺﾞ
146 伊藤 隆久/ｲﾄｳﾀｶﾋｻ

SPADE・ACE
191 鈴⽊ 亮/ｽｽﾞｷﾘｮｳ
192 榊原 俊介/ｻｶｷﾊﾞﾗｼｭﾝｽｹ
193 中川 直樹/ﾅｶｶﾞﾜﾅｵｷ

164 三田 雅之/ﾐﾀﾏｻﾕｷ

174 森川 晃⾏/ﾓﾘｶﾜｱｷﾕｷ

184 宮前 翼/ﾐﾔﾏｴﾂﾊﾞｻ

194 増田 弘誠/ﾏｽﾀﾞﾋﾛﾅｶﾞ

165 竹下 直彦/ﾀｹｼﾀﾅｵﾋｺ

175 横谷 健太/ﾖｺﾀﾆｹﾝﾀ
176 松本 龍介/ﾏﾂﾓﾄﾘｭｳｽｹ

185 松永 秀彦/ﾏﾂﾅｶﾞﾋﾃﾞﾋｺ
186 米田 泰史/ﾖﾈﾀﾞﾔｽｼ

195 高村 昌克/ﾀｶﾑﾗﾏｻｶﾂ
196 大杉 直敬/ｵｵｽｷﾞﾅｵﾀｶ

アウトバーン御殿場(plus)

zippy classic

125 有吉 建徳/ｱﾘﾖｼﾀﾂﾉﾘ
126 板敷 洋輔/ｲﾀｼﾞｷﾖｳｽｹ

201 石井 晋也/ｲｼｲｼﾝﾔ
202 自檀地 崇/ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞﾀｶｼ

211 伊藤 稜⻁/ｲﾄｳﾘｮｳｺﾞ
212 工藤 哲也/ｸﾄﾞｳﾃﾂﾔ

TCC-SPEED
221 三島 孝博/ﾐｼﾏﾀｶﾋﾛ
222 山岡 英雄/ﾔﾏｵｶﾋﾃﾞｵ

零式
231 新松 弘祥/ｼﾝﾏﾂﾋﾛﾖｼ
232 藤田 浩司/ﾌｼﾞﾀｺｳｼﾞ

Elite Test Team
241 三上 勇輝/ﾐｶﾐﾕｳｷ
242 森本 玄達/ﾓﾘﾓﾄﾋﾛﾐﾁ

203 背⼾ 貴之/ｾﾄﾀｶｼ

213 花田 ⾦之介/ﾊﾅﾀﾞｷﾝﾉｽｹ★

223 田中 秀明/ﾀﾅｶﾋﾃﾞｱｷ

233 深谷 優光/ﾌｶﾔﾏｻﾐﾂ

243 平瀬 遼/ﾋﾗｾﾘｮｳ

204 田中 信⾏/ﾀﾅｶﾉﾌﾞﾕｷ

214 増野 裕介/ﾏｼﾉﾕｳｽｹ

224 田中 利幸/ﾀﾅｶﾄｼﾕｷ

234 近藤 大稀/ｺﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｷ

244 佐藤 優人/ｻﾄｳﾕｳﾄ

205 藤田 隼也/ﾌｼﾞﾀｼﾞｭﾝﾔ
206 猪岡 章人/ｲﾉｵｶｱｷﾋﾄ

215 石川 聖也/ｲｼｶﾜｾｲﾔ
216 奥澤 優也/ｵｸｻﾜﾕｳﾔ

225 稲田 雄星/ｲﾅﾀﾞﾕｳｾｲ
★
226 井⼾田 文博/ｲﾄﾀﾞﾌﾐﾋﾛ

235 妹尾 洋次郎/ｾｵﾖｳｼﾞﾛｳ ★
236 入谷 康視/ｲﾘﾀﾆﾔｽｼ

245 今井 章雄/ｲﾏｲｱｷｵ
246 設楽 彗斗/ｼﾀﾞﾗｹｲﾄ

ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

BREZZA=KAMIHAGI

251 森田 正徳/ﾓﾘﾀﾏｻﾉﾘ
252 當麻 雄大/ﾄｳﾏﾕｳﾀﾞｲ

261 村田 進/ﾑﾗﾀｽｽﾑ
262 堀田 耕司/ﾎｯﾀｺｳｼﾞ

271 秋田 和彦/ｱｷﾀｶｽﾞﾋｺ
272 梶野 秀忠/ｶｼﾞﾉﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

281 高津 新一/ﾀｶﾂｼﾝｲﾁ
282 東 宣誓/ｱｽﾞﾏﾉﾘﾁｶ

291 加藤 正之/ｶﾄｳﾏｻﾕｷ
292 渡辺 正史/ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾀﾞｼ

263 渡辺 拓也/ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾔ
264 末澤 正太郎/ｽｴｻﾞﾜｼｮｳﾀﾛｳ

273 坂井 克⾏/ｻｶｲｶﾂﾕｷ
274 ⻄村 幸大/ﾆｼﾑﾗｺｳﾀﾞｲ

283 冨永 敬亮/ﾄﾐﾅｶﾞｹｲｽｹ
284 米田 大輝/ﾖﾈﾀﾞﾀﾞｲｷ

293 稲垣 貴浩/ｲﾅｶﾞｷﾀｶﾋﾛ
294 幾⾒ 真大/ｲｸﾐﾏｻﾋﾛ

253 前原 直幸/ﾏｴﾊﾗﾅｵﾕｷ
254 山中 健治/ﾔﾏﾅｶｹﾝｼﾞ

★
★

255 薗田 将人/ｿﾉﾀﾞﾏｻﾄ

VC AVANZARE

265 松田 健介/ﾏﾂﾀﾞｹﾝｽｹ
266 倉野 稔也/ｸﾗﾉﾄｼﾔ

ベッキーシクロクロス

DENSO RACING

275 宮野 諭/ﾐﾔﾉｻﾄｼ

311 南條 太郎/ﾅﾝｼﾞｮｳﾀﾛｳ
312 森谷 忠司/ﾓﾘﾔﾀﾀﾞｼ
313 岩上 真也/ｲﾜｶﾐｼﾝﾔ

321 吉村 裕/ﾖｼﾑﾗﾕﾀｶ
322 辻 康成/ﾂｼﾞﾔｽﾅﾘ
323 横尾 治彦/ﾖｺｵﾊﾙﾋｺ

305 河原 誠/ｶﾜﾊﾗﾏｺﾄ

315 大上野 宏幸/ｵｵｳｴﾉﾋﾛﾕｷ
316 岡本 大介/ｵｶﾓﾄﾀﾞｲｽｹ

325 大谷 太嘉志/ｵｵﾀﾆﾀｶｼ
326 園田 真吾/ｿﾉﾀﾞｼﾝｺﾞ

Number of Starters= 188

314 高坂 義⾏/ｺｳｻｶﾖｼﾕｷ

285 ⽊田 準一郎/ｷﾀﾞｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

ACT ARMY RT

295 住田 育大/ｽﾐﾀｲｸﾋﾛ
296 住田 歩夢/ｽﾐﾀｱﾕﾑ

リブロング神⼾

301 野間 貴裕/ﾉﾏﾀｶﾋﾛ
302 茂越 龍哉/ﾓｺﾞｴﾀﾂﾔ
303 山科 ⻯一郎/ﾔﾏｼﾅﾘｭｳｲﾁﾛｳ
304 大友 皓平/ｵｵﾄﾓｺｳﾍｲ

まほロバRC

324 石井 和明/ｲｼｲｶｽﾞｱｷ

★＝ジュニア対象者

【注意】 チーム内でのゼッケンの付け間違いに注意してください。

Commissaires' Panel

