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COMMUNIQUE No.1 31 Aug 2019

5 Stage SUZUKA 2019.8.31(sat)～9.1(sun)

SPADE・ACE

岡 理裕/ｵｶﾏｻﾋﾛ1

越坂 育英/ｺｼｻｶｲｸﾋﾃﾞ2

榊原 俊介/ｻｶｷﾊﾞﾗｼｭﾝｽｹ3

塩澤 魁/ｼｵｻﾞﾜｶｲ4

松永 正敏/ﾏﾂﾅｶﾞﾏｻﾄｼ5

恩田 拓/ｵﾝﾀﾞﾀｸ6

MKW

井手 道康/ｲﾃﾞﾐﾁﾔｽ11

大東 泰弘/ﾀﾞｲﾄｳﾔｽﾋﾛ12

松本 雄大/ﾏﾂﾓﾄﾕｳﾀﾞｲ13

伊藤 誓悟/ｲﾄｳｾｲｺﾞ14

岸本 伊織/ｷｼﾓﾄｲｵﾘ15

篠田 淳史/ｼﾉﾀﾞｱﾂｼ16

天狗党
光山 英典/ﾐﾂﾔﾏﾋﾃﾞﾉﾘ21

宇賀 隆貴/ｳｶﾞﾘｭｳｷ22

北野 普識/ｷﾀﾉﾕｷﾉﾘ23

斎藤 啓太/ｻｲﾄｳｹｲﾀ24

松下 直暉/ﾏﾂｼﾀﾅｵｷ25

野上 太一/ﾉｶﾞﾐﾀｲﾁ26

バルバクラブ
酒井 紀章/ｻｶｲﾉﾘｱｷ31

井上 和郎/ｲﾉｳｴｶｽﾞｵ32

寺崎 武郎/ﾃﾗｻｷﾀｹﾛｳ33

白崎 剛/ｼﾗｻｷﾂﾖｼ34

⻄尾 洋介/ﾆｼｵﾖｵｽｹ35

濱野 克悠/ﾊﾏﾉｶﾂﾕｷ36

Squadra di Lavorante

中村 永/ﾅｶﾑﾗﾊﾙｶ41

江口 宗光/ｴｸﾞﾁﾑﾈﾐﾂ42

尾鷲 猛/ｵﾜｼﾀｹｼ43

島口 絢伍/ｼﾏｸﾞﾁｹﾝｺﾞ44

大塚 翔太/ｵｵﾂｶｼｮｳﾀ45

中野 拓也/ﾅｶﾉﾀｸﾔ46

ナカガワA.S.K'デザイン
森田 正徳/ﾓﾘﾀﾏｻﾉﾘ51

前原 直幸/ﾏｴﾊﾗﾅｵﾕｷ52

山根 真吾/ﾔﾏﾈｼﾝｺﾞ53

比護 任/ﾋｺﾞｱﾀﾙ54

曹 栩銘/ｿｳｸﾒｲ55

松浦 正己/ﾏﾂｳﾗﾏｻｷ56

名岐ベンド
野原 弘貴/ﾉﾊﾗﾋﾛｷ61

畦地 利哉/ｱｾﾞﾁﾄｼﾔ62

纐纈 洸翔/ｺｳｹﾂﾋﾛﾄ63 ★

平林 大航/ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾀｲｺｳ64

山田 哲也/ﾔﾏﾀﾞﾃﾂﾔ65

山田 太士/ﾔﾏﾀﾞﾀｲｼ66

ぴっとレーシングチーム
榊原 健一/ｻｶｷﾊﾞﾗｹﾝｲﾁ71

石川 英樹/ｲｼｶﾜﾋﾃﾞｷ72

井上 大我/ｲﾉｳｴﾀｲｶﾞ73

近藤 健介/ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｽｹ74

柴山 公男/ｼﾊﾞﾔﾏｷﾐｵ75

細井 大誠/ﾎｿｲﾋﾛｱｷ76

Teamスクアドラ
田中 実/ﾀﾅｶﾐﾉﾙ81

江崎 柊馬/ｴｻﾞｷﾄｳﾏ82 ★

⼩林 拓真/ｺﾊﾞﾔｼﾀｸﾏ83

⼩名川 ⾞希/ｺﾅｶﾞﾜｸﾙｷ84 ★

抽冬 充央/ﾇｸﾄｳｱﾂｵ85

谷岡 駿/ﾀﾆｵｶｼｭﾝ86

DESTRA

二俣 雄哉/ﾌﾀﾏﾀﾕｳﾔ91

奥村 隆平/ｵｸﾑﾗﾘｭｳﾍｲ92

須藤 大喜/ｽﾄﾞｳﾀﾞｲｷ93

鈴⽊ 聖士/ｽｽﾞｷｾｲｼﾞ94

水野 貴⾏/ﾐｽﾞﾉﾀｶﾕｷ95

内丸 達也/ｳﾁﾏﾙﾀﾂﾔ96

BREZZA KAMIHAGI

堀田 耕司/ﾎｯﾀｺｳｼﾞ101

和田 宗浩/ﾜﾀﾞﾑﾈﾋﾛ102

丸山 英之/ﾏﾙﾔﾏﾋﾃﾞﾕｷ103

井⼾田 直樹/ｲﾄﾞﾀﾅｵｷ104

大澤 昌輝/ｵｵｻﾜﾏｻｷ105

⻄川 徹/ﾆｼｶﾜﾄｵﾙ106

Panasonic

伊藤 隼也/ｲﾄｳｼｭﾝﾔ111

中⻄ 啓太/ﾅｶﾆｼｹｲﾀ112

海藤 稜馬/ｶｲﾄﾞｳﾘｮｳﾏ113

新村 拓也/ｼﾝﾑﾗﾀｸﾔ114

片尾 公治/ｶﾀｵｺｳｼﾞ115

Azzuring

芳崎 友哉/ﾖｼｻﾞｷﾄﾓﾔ121

多田 直樹/ﾀﾀﾞﾅｵｷ122

武中 研太/ﾀｹﾅｶｹﾝﾀ123

高田 智貴/ﾀｶﾀﾞﾄﾓｷ124

谷口 勝/ﾀﾆｸﾞﾁｼｮｳ125

太田 直希/ｵｵﾀﾅｵｷ126

Team Rueda Nagoya

落合 友樹/ｵﾁｱｲﾕｳｷ131

⼩林 正樹/ｺﾊﾞﾔｼﾏｻｷ132

秋本 光隆/ｱｷﾓﾄﾐﾂﾀｶ133

⼩暮 貴士/ｺｸﾞﾚﾀｶｼ134

豊﨑 正裕/ﾄﾖｻｷﾏｻﾋﾛ135

八ヶ岳CYCLING CLUB

熊本 大五郎/ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｺﾞﾛｳ141

矢野 大介/ﾔﾉﾀﾞｲｽｹ142

辻 啓/ﾂｼﾞｻﾄｼ143

中⾥ 仁/ﾅｶｻﾞﾄﾏｻﾙ144

⼩俣 雄風太/ｵﾏﾀﾕｳﾀ145

酒井 孝典/ｻｶｲｺｳｽｹ146

アウトバーン御殿場+(プラス)

鈴⽊ 雅大/ｽｽﾞｷﾏｻﾋﾛ151

辻野 ⻯輝/ﾂｼﾞﾉﾀﾂｷ152

永淵 陸/ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾘｸ153

瀬川 林巨/ｾｶﾞﾜｼｹﾞﾐ154

中原 涼太/ﾅｶﾊﾗﾘｮｳﾀ155

村井 和樹/ﾑﾗｲｶｽﾞｷ156

Inspire Racing Team

山本 孝志/ﾔﾏﾓﾄﾀｶｼ161

冨士 勲/ﾌｼﾞｲｻｵ162

渡邊 昭博/ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷﾋﾛ163

伊藤 友也/ｲﾄｳﾄﾓﾔ164

早崎 知弥/ﾊﾔｻｷﾄﾓﾔ165

浅野 優太/ｱｻﾉﾕｳﾀ166

DENSO RACING

秋田 和彦/ｱｷﾀｶｽﾞﾋｺ171

梶野 秀忠/ｶｼﾞﾉﾋﾃﾞﾀﾀﾞ172

向田 慎二/ﾑｺﾀｼﾝｼﾞ173

多田 俊彦/ﾀﾀﾞﾄｼﾋｺ174

坂井 克⾏/ｻｶｲｶﾂﾕｷ175

⻄村 幸大/ﾆｼﾑﾗｺｳﾀﾞｲ176

まほロバRC

高津 新一/ﾀｶﾂｼﾝｲﾁ181

冨永 敬亮/ﾄﾐﾅｶﾞｹｲｽｹ182

東 宣誓/ｱｽﾞﾏﾉﾘﾁｶ183

大枝 直之/ｵｵｴﾀﾞﾅｵﾕｷ184

松葉 保男/ﾏﾂﾊﾞﾔｽｵ185

⽊田 準一郎/ｷﾀﾞｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ186

TCC-SPEED

山岡 英雄/ﾔﾏｵｶﾋﾃﾞｵ191

三島 孝博/ﾐｼﾏﾀｶﾋﾛ192

井⼾田 文博/ｲﾄﾀﾞﾌﾐﾋﾛ193

稲田 雄星/ｲﾅﾀﾞﾕｳｾｲ194

平崎 琉椰/ﾋﾗｻｷﾘｭｳﾔ195 ★

岡田 タカラ/ｵｶﾀﾞﾀｶﾗ196 ★

instinct

⻄野 雅文/ﾆｼﾉﾏｻﾌﾐ201

⼩関 寛/ｺｾｷﾋﾛｼ202

山田 大樹/ﾔﾏﾀﾞﾋﾛｷ203

板敷 洋輔/ｲﾀｼﾞｷﾖｳｽｹ204

幾野 太郎/ｲｸﾉﾀﾛｳ205 ★

久賀 壮大/ｸｶﾞｿｳﾀ206 ★

ZENKO & ASTUTO

Sandu Ionut/ｻﾝﾄﾞｩﾖﾉﾂ211

Tanaka Ryutarou/ﾀﾅｶﾘｭｳﾀﾛ
ｳ

212

Tsuji Yoshimitsu/ﾂｼﾞﾖｼﾐﾂ213

Horii Nagayoshi/ﾎﾘｲﾅｶﾞﾖｼ214

Inoue Ryou/ｲﾉｳｴﾘｮｳ215

Inoue Kouji/ｲﾉｳｴｺｳｼﾞ216

レブハフトレーシング
近藤 享平/ｺﾝﾄﾞｳｷｮｳﾍｲ221

鈴⽊ 弘文/ｽｽﾞｷﾋﾛﾌﾐ222

尾崎 誠/ｵｻﾞｷﾏｺﾄ223

田中 信嘉/ﾀﾅｶﾉﾌﾞﾖｼ224

東 佑志/ｱｽﾞﾏﾕｳｼ225

瀧川 幸広/ﾀｷｶﾜﾕｷﾋﾛ226

HSST

中川 智/ﾅｶｶﾞﾜｻﾄｼ231

兼松 大和/ｶﾈﾏﾂﾔﾏﾄ232

桐野 一道/ｷﾘﾉｶｽﾞﾐﾁ233

田中 裕士/ﾀﾅｶﾕｳｼﾞ234

豊田 勝徳/ﾄﾖﾀﾞｶﾂﾉﾘ235

雑賀 大輔/ｻｲｶﾀﾞｲｽｹ236

Gruppo　HY

高塚 武彦/ﾀｶﾂｶﾀｹﾋｺ241

藤田 隼也/ﾌｼﾞﾀｼﾞｭﾝﾔ242

頼近 直純/ﾖﾘﾁｶﾅｵｽﾞﾐ243

森川 晃⾏/ﾓﾘｶﾜｱｷﾕｷ244

伊藤 隆久/ｲﾄｳﾀｶﾋｻ245

河内 博⾏/ｶﾜﾁﾋﾛﾕｷ246

KONSINRACING

⻑坂 真人/ﾅｶﾞｻｶﾏｺﾄ251

成田 暁信/ﾅﾘﾀｱｷﾉﾌﾞ252

榊原 翔星/ｻｶｷﾊﾞﾗｼｮｳｾｲ253 ★

近藤 ⾏佑/ｺﾝﾄﾞｳﾕｷｽｹ254

森部 勇/ﾓﾘﾍﾞｲｻﾑ255

名城大学サイクリング同好会
日比 巧/ﾋﾋﾞﾀｸﾐ261

藤原 道弘/ﾌｼﾞﾜﾗﾐﾁﾋﾛ262

河野 成寿/ｶﾜﾉﾅﾙﾋｻ263

中道 慈瑛/ﾅｶﾐﾁｼﾞｪｲ264

伊藤 琢⺒/ｲﾄｳﾀｸﾐ265

関口 浩平/ｾｷｸﾞﾁｺｳﾍｲ266

TRAILBLAZER(ﾄﾚｲﾙﾌﾞﾚｲ
久保田 航太/ｸﾎﾞﾀｺｳﾀ271

井清 大樹/ｲｾｲﾀﾞｲｷ272

芝田 直樹/ｼﾊﾞﾀﾅｵｷ273

近藤 大稀/ｺﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｷ274

山崎 諭/ﾔﾏｻﾞｷｻﾄｼ275

寺内 僚汰/ﾃﾗｳﾁﾘｮｳﾀ276

Team GOCHI

佐々⽊ 遼/ｻｻｷﾘｮｳ281

大谷 航也/ｵｵﾀﾆｺｳﾔ282

⻄石垣 誠友/ﾆｼｲｼｶﾞｷｾｲﾕｳ283

福嶋 航希/ﾌｸｼﾏｺｳｷ284

三田村 ⻯太/ﾐﾀﾑﾗﾘｭｳﾀ285

山下 太一/ﾔﾏｼﾀﾀｲﾁ286

Rapha Cycling Club

三井 裕樹/ﾐﾂｲﾋﾛｷ291

⿊澤明/ｸﾛｻﾜｱｷﾗ292

太田 好政/ｵｵﾀﾖｼﾏｻ293

皆川 晃法/ﾐﾅｶﾞﾜｱｷﾉﾘ294

山本 義夫/ﾔﾏﾓﾄﾖｼｵ295

PP

福田 和晃/ﾌｸﾀﾞｶｽﾞｱｷ301

才賀 和輝/ｻｲｶﾞｶｽﾞｷ302

秋葉 純也/ｱｷﾊﾞｼﾞｭﾝﾔ303

大林 新/ｵｵﾊﾞﾔｼｱﾗﾀ304

舘 友裕/ﾀﾁﾄﾓﾋﾛ305

中山 大輔/ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲｽｹ306

team all out reric

原田 将人/ﾊﾗﾀﾞﾏｻﾄ311

新井 秀人/ｱﾗｲﾋﾃﾞﾄ312

⼩笠原 輝彦/ｵｶﾞｻﾜﾗﾃﾙﾋｺ313

松谷 ⽴也/ﾏﾂﾀﾆﾀﾂﾔ314

大森 健史/ｵｵﾓﾘｹﾝｼﾞ315

Leap Hamamatsu Cycling 

島沢 由紀夫/ｼﾏｻﾞﾜﾕｷｵ321

渡瀬 義雄/ﾜﾀｾﾖｼｵ322 ★

⾦田 直樹/ｶﾅﾀﾞﾅｵｷ323 ★

板倉 祐聖/ｲﾀｸﾗﾕｳｾｲ324 ★

鈴⽊ 颯斗/ｽｽﾞｷﾊﾔﾄ325 ★

増谷 優太郎/ﾏｽﾔﾕｳﾀﾛｳ326

Number of Starters= 193 ★＝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


