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サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 7:30 備考 TT1周、クリテリウム 15周、エンデューロ3時間 
スタート TT 8:00 / クリテリウム 10:00 / エンデューロ 13:15

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
1 藪野　達哉 ヤブノ　タツヤ 茨城県 theCRoWN

2 松本　心平 マツモト　シンペイ 埼玉県 s'fida prego racing

3 西村　基騎 ニシムラ　モトキ 東京都 MIVRO

4 矢島　竜一 ヤジマ リュウイチ 埼玉県 TEAM AMiGos

5 上田　亥久雄 ウエダ イクオ 神奈川県 ベルマーレトライアスロンクラブ

6 山野内　徹 ヤマノウチ トオル 神奈川県 アトリエ フルーブ

7 清水　昇 シミズ ノボル 東京都 アトリエフルーブ

8 雑賀　大輔 サイカ ダイスケ 千葉県 湾岸カレーユナイテッド

9 小原　正広 オハラ　マサヒロ 神奈川県 アトリエ.フルーブ

10 谷口　博康 タニグチ　ヒロヤス 神奈川県 Team KOTT

11 湯野川　徹 ユノカワ トオル 神奈川県 アトリエ フルーブ

12 吉田　健太郎 ヨシダ　ケンタロウ 群馬県 TRC panama

13 松尾　剛之 マツオ タケユキ 神奈川県 なし

14 棈木　関二 アベキ　カンジ 神奈川県 Champion System Japan Test Team

15 松尾　ユウ マツオ　ユウ 神奈川県 Champion System Japan Test Team

16 石川　正道 イシカワ　マサミチ 千葉県 Champion System Japan Test Team

17 濱田　大樹 ハマダ　ヒロキ 千葉県 KMHM Racing

18 中村　永 ナカムラ　ハルカ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

19 斎藤　剛 サイトウ　ツヨシ 東京都 FORCE

20 澤原　翔 サワハラ ショウ 神奈川県 アトリエフルーブ

21 Tysome John タイサム　ジョン 東京都 Champion System Japan Test Team

22 高橋　誠 タカハシ　マコト 埼玉県 Roppongi Express

23 豊田　栄右 トヨダ　エイスケ 東京都 U2BIKES

24 油井　航祐 ユイ　コウスケ 東京都 無所属

25 半澤　雄高 ハンザワ　ユタカ 千葉県 Roppongi Express

26 椿　大志 ツバキ　ヒロシ 東京都 Champion System Japan Test Team

27 山倉　幹丈 ヤマクラ　ミキタケ 千葉県 内房レーシング

28 高岡　亮寛 タカオカ　アキヒロ 東京都 Roppongi Express

29 石塚　将人 イシヅカ　マサト 千葉県 湾岸サイクリングユナイテッド

30 多田　一樹 タダ　カズキ 東京都 U2bikes

31 菱川　浩一郎 ヒシカワ　コウイチロウ 東京都 SMART COACHING / THANKS CYCLE LAB 西葛西 / RX&CO;

32 石橋　利晃 イシバシ　トシアキ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

33 佐藤　忠則 サトウ　タダノリ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

34 加藤　光雄 カトウ　ミツオ 埼玉県 La Speranza

35 塚本　惇 ツカモト　ジュン 神奈川県 SCMM

36 荏原　浩明 エバラ ヒロアキ 神奈川県 ペイスターズ

37 石丸　貴昭 イシマル　タカアキ 千葉県 セマスレーシング

38 伊藤　侑也 イトウ　ユウヤ 東京都 MIVRO

39 山口　舜之介 ヤマグチ　シュンノスケ 東京都 ARCC

40 銀山　耕一 ギンヤマ　コウイチ 千葉県 Roppongi Express

41 菅原　浩輔 スガワラ　コウスケ 東京都 Plus1Bicycles

42 蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ 埼玉県 ホダカファクトリーレーシング

43 木幡　直希 コハタ　ナオキ 埼玉県 VORTEX634

44 向山　浩司 ムコウヤマ コウジ 東京都 AKIRUNO-Cycling Academy Project

45 鈴木　一成 スズキ　カズナリ 埼玉県 ＶＯＲＴＥＸ６３４

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

47 竹内　鷹弥 タケウチ　タカヤ 東京都 AKIRUNO-Cycling Academy Project

48 木内　実 キウチ　ミノル 北海道 NA

49 草野　伸行 クサノ　ノブユキ 埼玉県 ＶＯＲＴＥＸ６３４

50 佐藤　伊織 サトウ　イヲリ 東京都 ボンシャンスACA

51 留目　夕陽 トドメ　ユウヒ 東京都 中央大学

52 大森　虹亮 オオモリ　コウスケ 千葉県 BMレーシングzunow

53 鈴木　禄徳 スズキ ヨシノリ 千葉県 PAXPROJECT

54 香西　真介 コウザイ シンスケ 東京都 稲城FIETSクラスアクト

スリーヒートレース
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55 佐藤　竜也 サトウ　タツヤ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

56 吉田　敬 ヨシダ　ケイ 埼玉県 ホダカファクトリーレーシング

57 岡崎　一輝 オカザキ カズキ 静岡県 Yamanakako Cycling Team

58 照屋　貴己 テルヤ　アツキ 東京都 サンクスサイクルラボ

59 野中　秀樹 ノナカ ヒデキ 東京都 ホダカファクトリーレーシング

60 宇佐美　颯基 ウサミ　ハヤキ 神奈川県 GROVE鎌倉

61 詫間　啓耀 タクマ タカアキ 埼玉県 ホダカファクトリーレーシング

62 山﨑　岳 ヤマザキ タケシ 千葉県 チームがく

63 森　芳雄 モリ ヨシオ 東京都 King

64 神村　泰輝 カミムラ　タイキ 東京都 Promotion x Athletes CYCLING

65 北野　普識 キタノ ユキノリ 千葉県 イナーメ信濃山形

66 山本　健一 ヤマモト　ケンイチ 東京都 Roppongi Express

67 小森谷　功 コモリヤ　イサオ 神奈川県 north nine

68 星場　正輝 ホシバ　マサキ 埼玉県 LaSperanza

69 渡辺　智之 ワタナベ　トモユキ 神奈川県

70 峰岸　一樹 ミネギシ　カズキ 埼玉県 ホダカファクトリーレーシング

71 木村　拓美 キムラ　タクミ 千葉県 ティゴラマン

72 愛澤　拓斗 アイザワ　タクト 東京都 八王子桑志

73 赤峰　宏典 アカミネ　ヒロノリ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:35 備考 ローリングスタート / 3周回
スタート 9:05

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
1 二階堂　正和 ニカイドウ　マサカズ 千葉県 幕張レーシング

2 越川　健太郎 コシカワ　ケンタロウ 千葉県 なし

3 坂尾　幸一 サカオ　コウイチ 千葉県 TEAM HITORIっ子

4 古山　諒 フルヤマ　リョウ 千葉県 穴川 cycling team

5 菅谷　真之介 スガヤ　シンノスケ 神奈川県 まいぺーす

6 林　多可根 ハヤシ　タカネ 埼玉県 Takane

7 石塚　郁洋 イシヅカ　イクヒロ 埼玉県 チームフラペ

8 大月　和宣 オオツキ カズノリ 千葉県 Chiba Bike Club

9 平　直也 タイラ　ナオヤ 茨城県 Tokyo Broncos

10 金原　貴雄 カネハラ　タカオ 神奈川県 まいぺーす

11 勝田　直晃 カツタ ナオアキ 千葉県 たいふま

12 塩野　淳司 シオノ アツシ 東京都 一匹狼

13 佐藤　幹郎 サトウ　ミキオ 埼玉県 マイク

14 大谷　直也 オオタニ　ナオヤ 千葉県 バニーホップ

15 田代　郷史 タシロ　ゴウシ 千葉県 なし

16 天野　高宏 アマノ　タカヒロ 東京都 ちばぽたりんぐ倶楽部

17 山﨑　尚登 ヤマザキ　ナオト 千葉県 すこっと

18 金子　悠剛 カネコ　ユウゴ 東京都 Team SHIDO

19 ワン　ラフィク ワン　ラフィク 神奈川県 RSSKCC

20 AMIR　FARHAN アミル　ファルハン 神奈川県 RSSKCC

21 Bin Azman　Ibrahim Mohsen ビンアズマン　イブラヒムモッセン 神奈川県 RSSKCC

22 並木　君仁 ナミキ　ヨシヒト 千葉県 なし

23 Daligdig　Chester ダリグディグ　チェスター 東京都 Pajakero Braders

24 坂井　翔真 サカイ　ショウマ 千葉県 内房レーシングクラブ

25 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling　Dagyan　Nazaer Japan RX&CO;

26 櫻井　優太朗 サクライ　ユウタロウ 東京都 昭和学院自転車競技部

27 宮崎　健太郎 ミヤザキ　ケンタロウ 千葉県 なし

28 宮田　成行 ミヤタ　シゲユキ 神奈川県 チームひとり

29 桃尾　章生 モモオ　アキオ 千葉県 SSX

30 佐藤　展彰 サトウ　ノブアキ 静岡県 風に吹かれる会

31 目黒　太公都 メグロ　タクト 茨城県 Pingpong

32 甲斐　優太 カイ　ユウタ 千葉県 scalatore

33 関根　拓 セキネ　タク 神奈川県 ，

クリテリウム / ピュアビギナー①



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 8:37 備考 ローリングスタート / 3周回
スタート 9:07

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
101 谷　昂亮 タニ　コウスケ 埼玉県 ルーキー

102 入江　寧稀 イリエ　シズキ 千葉県 ぎあんと

103 廣石　勇樹 ヒロイシ　ユウキ 東京都 廣石 勇樹

104 押尾　智之 オシオ　トモユキ 千葉県 Team TON脚

105 鈴木　翔也 スズキ　ショウヤ 東京都 無所属

106 鳥海　和希 トリウミ　アイキ 千葉県 P-KURUSU

107 ルナ　アルビン ルナ　アルビン 千葉県 sutil

108 松井　良恭 マツイ ヨシヤス 東京都 team　一匹狼

109 伊藤　大輔 イトウ　ダイスケ 栃木県 ブラウブリッツェン

110 新井　康朗 アライ　ヤスオ 埼玉県 RYY-Speed

111 原　英樹 ハラ ヒデキ 東京都 Team山登

112 石川　雄也 イシカワ　ユウヤ 東京都 サンクスサイクルラボ西葛西

113 岡田　虎旺 オカダ　コオ 東京都 ユーロスポルトサイクリングクラブ

114 日隈　励 ヒノクマ　レイ 神奈川県 Ray 

115 久保田　次郎 クボタ　ジロウ 神奈川県 -

116 飯島　滉 イイジマ　アキラ 埼玉県 無所属

117 中島　海礼 ナカシマ　カイレイ 神奈川県 Over rage Racing Team 

118 西田　玲遠 ニシダ　レオン 神奈川県 Over rage Racing Team 

119 新藤　剛典 シンドウ タケノリ 埼玉県 がっぽり現場自転車部

120 川喜多　健二 カワキタ　ケンジ 茨城県 なし

121 鈴木　政浩 スズキ　マサヒロ 千葉県 マスターワークス

122 中山　勝夫 ナカヤマ　カツオ 東京都 多摩地区一般参加

123 清水　創太 シミズ　ソウタ 千葉県 Orange 

124 笠　正和 リュウ　マサカズ 千葉県 5組ズ

125 佐藤　択海 サトウ　タクミ 神奈川県 頑張ります！

126 新井　和希 アライ　カズキ 千葉県 なし

127 渡辺　輝紀 ワタナベ　テルキ 東京都 音乃木坂68

128 平田　庄司 ヒラタ　ショウジ 東京都 無所属

129 阿部　淳 アベ　ジュン 埼玉県 所属してません

130 望月　昌之 モチヅキ　マサユキ 千葉県 無し

131 前田　直樹 マエダ　ナオキ 千葉県 STAY GOLD

132 河野　慎 カワノ　マコト 東京都 HONGOビギナーズ

133 土居　健人 ドイ　ケント 東京都 HONGOビギナーズ

クリテリウム / ピュアビギナー②



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 9:00 備考 ローリングスタート / 5周回
スタート 9:30

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
1 越智　進太郎 オチ　シンタロウ 千葉県 農林中央金庫

2 加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ 千葉県 チームSUZAKI

3 藤元　秀樹 フジモト　ヒデキ 東京都 comsat

4 桑垣　善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県 ランタンルージュサイクリング

6 山﨑　達也 ヤマザキ　タツヤ 千葉県 team Bee

7 武内　直人 タケウチ　ナオト 東京都 まいぺーす

8 妹尾　優大 セオ　ユウタ 千葉県 Team FWL

9 百瀬　和樹 モモセ　カズキ 東京都 無

10 小宮山　巌次 コミヤマ　ガンジ 東京都 ガンディー

11 鈴木　翔大 スズキ　ショウタ 東京都 羊のショー

12 伊禮　亨 イレイ　トオル 東京都 1匹ゴリラ

13 栖関　拓海 スセキ　タクミ 千葉県 RinRinRacing

14 斉藤　翼 サイトウ　ツバサ 千葉県 NVCP

15 五十嵐　遥輝 イガラシ　ハルキ 茨城県 Totte Fast High School

16 桑原　正樹 クワバラ　マサキ 山梨県 ALDINA

17 玉木　泰希 タマキ　ダイキ 千葉県 KANEKOCLUB

18 辻　洸之介 ツジ コウノスケ 千葉県 ツジ　コウノスケ

19 大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ 東京都 ASMIC

20 河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ 東京都 チームMIMI

21 佐藤　拓 サトウ　タク 東京都 チームクロクマ

22 高塚　雅弘 タカツカ マサヒロ 千葉県 神栖TC

23 磯野　諒 イソノ　リョウ 千葉県 CinqMorceau

24 北田　好克 キタダ　ヨシカツ 千葉県 Team TON脚

クリテリウム / ビギナー①



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 9:02 備考 ローリングスタート / 5周回
スタート 9:32

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
25 津田　和久 ツダ　カズヒサ 千葉県 メイドさん学科自転車部

26 北島　柊歩 キタジマ シュウト 茨城県 ウィンディー筑波

27 粟飯原　光広 アイバラ　ミツヒロ 千葉県 cycleborg@TAG

28 成毛　崇 ナルケ タカシ 千葉県 TON脚withM

29 土田　英郎 ツチダ　ヒデオ 神奈川県 まいぺ～す

30 熊王　秀哉 クマオウ　シュウヤ 東京都 MAINES

31 滝口　拳斗 タキグチ　ケント 静岡県 Yamanakako Cycling Team

32 西田　圭 ニシダ　ケイ 東京都 無し

33 鈴木　武彦 スズキ　タケヒコ 千葉県 ゆる自転車部

34 山口　巌 ヤマグチ　イワオ 千葉県 ranchaz

35 次郎丸　高志 ジロウマル タカシ 東京都 AZCC

36 川上　将吾 カワカミ　ショウゴ 千葉県 BMレーシング

37 島田　晃裕 シマダ　アキヒロ 神奈川県 チームコロ助

38 滝口　智 タキグチ　サトシ 東京都 team一匹狼

39 栗田　秀隆 クリタ ヒデタカ 千葉県 club-pk

40 福山　慧 フクヤマ　サトシ 千葉県 SHEG

41 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ 埼玉県 一匹狼

42 宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ 千葉県 Team MAX41

43 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ 東京都 team一匹狼

44 水谷　海輝 ミズタニ　カイキ 東京都 正則高等学校（個人）

45 西　優斗 ニシ　ユウト 千葉県 BMレーシング

46 篠田　貴之 シノダ タカユキ 千葉県 ひとり上手

47 あべ木　俊一 アベキ　シュンイチ 神奈川県 パナソニック　サイクルテック

48 勝田　直晃 カツタ ナオアキ 千葉県 たいふま

49 網野　優介 アミノ　ユウスケ 茨城県 まいぺーす

クリテリウム / ビギナー②



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 10:45 備考 ローリングスタート / 7周回
スタート 11:15

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
1 田上　萌々子 タノウエ　モモコ 埼玉県 スムー

2 今村　桜子 イマムラ　サクラコ 千葉県 TEAM Bee

3 石井　美絵 イシイ ミエ 千葉県 内房レーシング

4 須藤　友子 ストウ　トモコ 東京都 スマートコーチング

5 川田　真希 カワタ マキ 東京都 スマートコーチング・レディーズ

6 山口　瑞穂 ヤマグチ ミズホ 東京都 SMART COACHING

7 前島　律子 マエジマ　リツコ 東京都 チバポンズ

8 大舘　文果 オオダチ　アヤカ 埼玉県 サンクスサイクルラボ

9 米田　和美 ヨネダ カズミ 北海道 MOPS

10 中村　葵 ナカムラ　アオイ 埼玉県 U2BIKES

11 櫻井　広美 サクライ　ヒロミ 千葉県 チャレンジョイ

12 宮野　幸 ミヤノ　ミユキ 東京都 魅惑のパンの耳

13 服部　絢子 ハットリ　ジュンコ 東京都 フレンド商会

14 山口　優子 ヤマグチ ユウコ 東京都 W.V.C.C.

15 根本　香織 ネモト　カオリ 東京都 team一匹狼

16 番場　しおり バンバ　シオリ 千葉県 SKG PHARMA 

17 福山　舞 フクヤマ　マイ 千葉県 SHEG

18 青山　麻衣子 アオヤマ　マイコ 東京都 WVCC 

19 安田　朋子 ヤスダ トモコ 東京都 AX/RX&CO;

20 田中　真紀子 タナカ　マキコ 東京都 nothing

21 雑賀　敬子 サイカ ケイコ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

クリテリウム / レディースグランプリ
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サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 10:47 備考 ローリングスタート / 5周回
スタート 11:17

ゼッケン ⽒名 カナ エリア チーム名
201 上原　龍雅 ウエハラ　リュウガ 東京都 奥戸中学校

202 白鳥　彰吾 シラトリ　ショウゴ 東京都 ももフォン

203 青山　哲宗 アオヤマ テツムネ 神奈川県 SORA GRIT

204 月見里　櫂 ツキミサト カイ 東京都 スミタ･エイダイ･パールイズミ･ラバネロ

205 原　悠善 ハラ　ユウゼン 神奈川県 原悠善

206 宮崎　拓史 ミヤザキ　タクミ 神奈川県 COW GUMMA

207 山本　慶 ヤマモト　ケイ 神奈川県 Team BFY Racing

208 水村　虎ノ介 ミズムラ　トラノスケ 東京都 TeamFITTE

209 宮嵜　博己 ミヤザキ　ヒロキ 千葉県 チーム北総レーシング

210 小林　壮一 コバヤシ　ソウイチ 千葉県 チーム北総レーシング

211 三浦　一真 ミウラ　カズマ 神奈川県 Team BFY Racing

212 渡邊　太智 ワタナベ　タイチ 神奈川県 passer 1850

213 梅村　俊哉 ウメムラ　トシヤ 千葉県 toshiya

214 工藤　大祐 クドウ　ダイスケ 東京都 チーム北総レーシング

215 齋藤　涼斗 サイトウ　リョウト 東京都 チーム北総レーシング

216 後藤　駿 ゴトウ　シュン 千葉県 チーム北総レーシング

217 河原　大悟 カワハラ ダイゴ 千葉県 くじら道

218 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ 千葉県 アラスカワークス

219 川代　剛一 カワシロ　コウイチ 神奈川県 山中湖サイクリング

220 坂上　幸太郎 サカウエ　コウタロウ 東京都 TEAM SPORTSKID GoMore

221 新藤　大翔 シンドウ タイト 埼玉県 なし

クリテリウム / 男⼦中学⽣
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サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 12:45 備考 3時間（スリーヒートレース混⾛）
スタート 13:15

ゼッケン 氏名 カナ エリア チーム名

701 塩野　淳司 シオノ アツシ 東京都 一匹狼
702 大谷　直也 オオタニ　ナオヤ 千葉県 バニーホップ
703 田代　郷史 タシロ　ゴウシ 千葉県 なし
704 金子　悠剛 カネコ　ユウゴ 東京都 Team SHIDO
705 並木　君仁 ナミキ　ヨシヒト 千葉県 なし
706 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling　Dagyan　Nazaer Japan RX&CO;
707 廣石　勇樹 ヒロイシ　ユウキ 東京都 廣石 勇樹
708 鈴木　翔也 スズキ　ショウヤ 東京都 無所属
709 松井　良恭 マツイ ヨシヤス 東京都 team　一匹狼
710 岡田　虎旺 オカダ　コオ 東京都 ユーロスポルトサイクリングクラブ
711 日隈　励 ヒノクマ　レイ 神奈川県 Ray 
712 飯島　滉 イイジマ　アキラ 埼玉県 無所属
713 新藤　剛典 シンドウ タケノリ 埼玉県 がっぽり現場自転車部
714 新井　和希 アライ　カズキ 千葉県 なし
715 望月　昌之 モチヅキ　マサユキ 千葉県 無し
716 桑垣　善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県 ランタンルージュサイクリング
717 伊禮　亨 イレイ　トオル 東京都 1匹ゴリラ
718 辻　洸之介 ツジ コウノスケ 千葉県 ツジ　コウノスケ
719 粟飯原　光広 アイバラ　ミツヒロ 千葉県 cycleborg@TAG
720 土田　英郎 ツチダ　ヒデオ 神奈川県 まいぺ～す
721 滝口　拳斗 タキグチ　ケント 静岡県 Yamanakako Cycling Team
722 島田　晃裕 シマダ　アキヒロ 神奈川県 チームコロ助
723 原　悠善 ハラ　ユウゼン 神奈川県 原悠善
724 佐竹　清亮 サタケ キョウスケ 千葉県 アラスカワークス
725 川代　剛一 カワシロ　コウイチ 神奈川県 山中湖サイクリング
726 神代　秀彬 カシロ　ヒデアキ 茨城県 ソロライダー
727 鈴木　陽大 スズキ　アキヒロ 神奈川県 THE DELEZ SQUAD
728 藤崎　雄三 フジサキ　ユウゾウ 千葉県 Blue Moment
729 中山　浩史 ナカヤマ　ヒロシ 千葉県 印西市民ズ
730 小松　祥嗣 コマツ　ショウジ 千葉県 -
731 岩間　康 イワマ　ヤスシ 大阪府 ^ - ^
732 島村　啓周 シマムラ　 ヒロチカ 神奈川県 島村
733 山田　吉彦 ヤマダ ヨシヒコ 千葉県 くまくらフレンド
734 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ 静岡県 IKEYATRUST
735 高橋　良尚 タカハシ　ヨシナオ 神奈川県 sebastians
736 本間　稿 ホンマ　コウ 神奈川県 Sebastians
737 小野　智弘 オノ トモヒロ 千葉県 印西市民ズ
738 岡山　信男 オカヤマ　ノブオ 神奈川県 MIVRO
739 吉岡　幸太郎 ヨシオカ　コウタロウ 千葉県 ASMIC in 千葉
740 中臺　健一 ナカダイ　ケンイチ 千葉県 U2bikes
741 角村　司 カドムラ　ツカサ 茨城県 なし
742 加藤　唯史 カトウ　タダシ 東京都 TONY Racing
743 関根　光治 セキネ　ミツハル 東京都 ライスシャワー
744 関根　佳洋 セキネ ヨシヒロ 東京都 ライスシャワー
745 棈木　亮二 アベキ　リョウジ 神奈川県 Champion System Japan Test Team
746 笠原　健吾 カサハラ　ケンゴ 神奈川県 SS7
747 高橋　勉 タカハシ　ツトム 埼玉県 ソロ
748 土屋　宏人 ツチヤ ヒロト 千葉県 内房レーシング
749 森島　有人 モリシマ　ユウジン 千葉県 U2 Bikes
750 山田　哲彦 ヤマダ　アキヒコ 千葉県 TEAM　GIRO360
751 木下　泰孝 キノシタ　ヤスユキ 東京都 チームスポック
752 岩切　圭司 イワキリ ケイジ 東京都 Red Shoes Cycling Team
753 柳沼　佑樹 ヤギヌマ　ユウキ 千葉県 なし
754 堀口　誠 ホリグチ　マコト 千葉県 宮野木自転車漕走会
755 山崎　博志 ヤマザキ　ヒロシ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
756 山口　史明 ヤマグチ フミアキ 千葉県 カレー
757 福田　暢彦 フクダ ノブヒコ 東京都 ZHQ Rockets
758 唐松　明男 カラマツ　アキオ 愛知県 ロンリーローディー

3時間エンデューロ / 男⼦ソロ
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759 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ 千葉県 Araren8214
760 岡本　秀明 オカモト　ヒデアキ 千葉県 TEAM GIRO
761 白川　弘樹 シラカワ　ヒロキ 神奈川県 エバラ黄金の脚
762 土屋　幸生 ツチヤユキオ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
763 塩入　昭博 シオイリ　アキヒロ 千葉県 Araren8214
764 芳賀　守 ハガ　マモル 千葉県 木村情報技術トライアスロン部
765 富田　駿 トミタスグル 千葉県 Roppongi Express
766 酒井　昭 サカイ　アキラ 千葉県 長柄の民
767 金野　晃 キンノ　コウ 埼玉県 KX
768 松尾　修作 マツオシュウサク 東京都 Roppongi Express
769 宮田　和文 ミヤタ カズフミ 東京都 RX&CO;
770 池田　照男 イケダ　テルオ 東京都 ikechan
771 伊藤　拓 イトウ　タク 埼玉県 なし
772 工藤　英彦 クドウ ヒデヒコ 埼玉県 TEAM AMiGos
773 齋藤　直 サイトウ　ナオ 千葉県 男子ソロ
774 水野　裕次 ミズノ ユウジ 千葉県 ununu家
775 濁沼　貴志 ニゴリヌマ　タカシ 神奈川県 アルディアンデス
776 山田　茂 ヤマダ　シゲル 神奈川県 ねこのしっぽ自転車部
777 渡邉　貴信 ワタナベ　タカノブ 東京都 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
778 山田　貴一 ヤマダ キイチ 東京都 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
779 田村　繁貴 タムラ　シゲキ 東京都 GY test team
780 荻原　義広 オギハラ　ヨシヒロ 東京都 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ西葛西店
781 新井　良平 アライ　リョウヘイ 東京都 LinkVision
782 堀江　弘二 ホリエ　コウジ 東京都 池袋SRエンデューロレース部
783 城野　謙次 シロノ　ケンジ 東京都 RX&Co;
784 渡邊　和彦 ワタナベ　カズヒコ 茨城県 チームTONO
785 高嶋　利之 タカシマ　トシユキ 東京都 池袋SRエンデュ-ロレ-ス部
786 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 東京都 魅惑のパンの耳
787 中尾　耕輔 ナカオ　コウスケ 千葉県 カレイドスコープレーシングウルフパック
788 松本　秀 マツモト シュウ 神奈川県 MIVRO
789 押見　怜 オシミ　サトシ 千葉県 カレイドスコープレーシングWP
790 山尾　太郎 ヤマオ　タロウ 埼玉県 無し
791 市村　直生 イチムラ　ナオキ 千葉県 SweetHomeEdoGawa
792 大徳　繁騎 ダイトク　シゲキ 埼玉県 チームぼんじりさん
793 渡邉　俊彦 ワタナベ　トシヒコ 栃木県 チームとの
794 鬼沢　和哉 オニザワ　カズヤ 茨城県 チームとの
795 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ 神奈川県 NAMIBIA PROJECT Cycling Team
796 平　直也 タイラ　ナオヤ 茨城県 Tokyo Broncos
797 内田　崇志 ウチダ　タカシ 東京都 ゆるライド
798 鈴木　教之 スズキ　ノリユキ 東京都 チームスズキ
799 中村　陸 ナカムラ　リク 東京都 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
800 栗原　哲太 クリハラ　テツタ 東京都 一匹狼
801 手塚　勉 テヅカ　ツトム 栃木県 青空
802 小野寺　高一 オノデラ　コウイチ 埼玉県 ツールドそうか
803 矢野　国康 ヤノ　クニヤス 東京都 GGG
804 原　維吹樹 ハラ イブキ 東京都 Team山登
805 在原　亮師 アリハラ　アキノリ 東京都 AKIRUNO-Cycling Academy Project
806 小室　輝久 コムロ　テルヒサ 東京都 ※
807 工藤　海 クドウ　カイ 千葉県 null
808 齋藤　繁雄 サイトウ　シゲオ 埼玉県 遅咲きの弱虫ペダル
809 都井　裕介 トイ　ユウスケ 千葉県 なし
810 多田　純司 タダ　ジュンジ 千葉県 team bee
811 細野　光彦 ホソノ ミツヒコ 茨城県 H.C.C
812 宇佐美　朋和 ウサミ　トモカズ 神奈川県 なし
813 鈴木　優也 スズキ　ユウヤ 神奈川県 なし
814 船山　陸 フナヤマ　リク 東京都 歯茎組
815 三田村　正寛 ミタムラ マサヒロ 神奈川県 onsun
816 矢野　太郎 ヤノ タロウ 東京都 Ex-Acn
817 高橋　敏康 タカハシ　トシヤス 栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI
818 小峯　胤 コミネ　ツヅキ 千葉県 BMレーシング
819 仲平　楓太 ナカダイラ　フウタ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
820 山口　朋輝 ヤマグチ　トモキ 埼玉県 EXTENDED VAX PROVA
821 仲林　蓮 ナカバヤシ　レン 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
822 新藤　大翔 シンドウ タイト 埼玉県 なし
823 内田　敦士 ウチダ アツシ 東京都 ONSUN
824 福地　颯人 フクチ　ハヤト 東京都 ワンダーサイクリングOB
825 谷中　達郎 ヤナカ　タツロウ 東京都 なし
826 西谷　亮 ニシタニ リョウ 東京都 TRYCLE.ing
827 加藤　遼 カトウ　リョウ 東京都 TRYCLE.ing
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サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 12:45 備考 3時間（スリーヒートレース混⾛）
スタート 13:15

ゼッケン 氏名 カナ エリア チーム名

201 今村　桜子 イマムラ　サクラコ 千葉県 TEAM Bee
202 石井　美絵 イシイ ミエ 千葉県 内房レーシング
203 中村　葵 ナカムラ　アオイ 埼玉県 U2BIKES
204 雑賀　敬子 サイカ ケイコ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
205 栗原　春湖 クリハラ ハルコ 埼玉県 TEAM AMiGos
206 川本　優美 カワモト　ユミ 東京都 赤い彗星☆
207 島崎　茉央 シマザキ マオ 東京都 ^_^
208 髙橋　実結 タカハシ　ミユ 東京都 TEAM 山登
209 相田　和枝 アイダ　カズエ 栃木県 なし
210 古瀬　美穂 フルセ　ミホ 神奈川県 みほ
211 山本　希 ヤマモト　ノゾミ 東京都 Oltre Incrinato
212 安藤　沙弥 アンドウ サヤ 神奈川県 TeamSHIDO

3時間エンデューロ / ⼥⼦ソロ
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サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 12:45 備考 3時間（スリーヒートレース混⾛）
スタート 13:15

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

301 ワールドベスト 伊藤　翼 軽部　拓実
302 内定ください！！ 樋口　隆司 芳賀　宣斗
303 こっちはガチってんだよ！ 三木　海斗 竹内　良太
304 だいちゃん 上野　浩毅 荒井　大輔
305 チームスポック 久田　高資 龍田　隆明
306 チームスポック 木下　大誠 吉澤　拓郎
307 チームKK 中西　啓 平川　勝海
308 宮野木自転車漕走会 髙田　裕 杉山　元啓
309 Team MNM 三浦　一真 西田　純之介
310 まいぺーす 網野　優介 稲田　一生
311 Plus 1 bicycles 牛島　剛之 山村　竜一
312 くじら道 河原　隆博 河原　大悟
313 ＴＹＴ 伊藤　由典 小沢　洋一
314 インスタ→@puisuzuki_saz@shun.e555 鈴木　紳之助 江角　駿
315 内房レーシング 坂井　翔真 神田　悠樹
316 チーム北総レーシング　U15 小林　壮一 宮嵜　博己
317 チーム北総レーシング　U17 齋藤　涼斗 工藤　大祐
318 5組ズ 笠　正和 寺嶋　一昌
319 HONGOビギナーズ 河野　慎 土居　健人
320 メディックイースト 渡辺　悠介 黄村　孝華
321 メロンパンナーナースIII &チームSUZAKI 加藤　浩一 竹村　恵悟 三須　正
322 まいぺーす 金原　貴雄 菅谷　真之介 武内　直人
323 森のBee 山﨑　達也 田中　良和 清水　啓一
324 いんなーろー@チバデリタイヤ 高野　大喜 山本　研吾 中川　凌介
325 ゆめぽたアイランド湘南川崎 渡辺　慧 松岡　洋 駒沢　正己
326 TEAMあきらめてくだーさい 吉田　悠輝 大川　雄一郎 光安　英佑
327 チーム北田BNO 石橋　亮一 坊野　良英 大谷　恒介
328 Team TON脚 with M 北田　好克 成毛　崇 宮崎　健太郎
329 チーム北田TOO 押尾　智之 大谷　俊介 高森　洋
330 teamAPEXおじちゃん 岡田　俊明 高橋　信宏 鈴木　辰佳
331 RYU-Speed 新井　康朗 新井　雄稀 中嶋　亮太
332 team taryo 田岡　淳一 内藤　諒 竹生　健太
333 チーム北総レーシング 前田　英地 小林　仁彦 小野寺　優馬
334 歯茎組 山本　竜馬 松山　岳幸 石田　幹太
335 HKT 3 金子　裕 羽鳥　良輔 竹内　秀樹
336 レッドパッツ 安藤　孝 湯村　健 西阪　憲文
351 宮野木自転車曹走会1 桐澤　敦 隅元　光一 青木　ドーディ 堤　一紘
352 team一匹狼・ヤング 國本　真司 坂上　幸太郎 桑原　隆浩 鈴木　誠人

3時間エンデューロ / 男⼦チーム



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 12:45 備考 3時間（スリーヒートレース混⾛）
スタート 13:15

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

501 sebastians 高橋　ヒロコ 本間　美穂
502 tomoko&makiko; 田中　真紀子 安田　朋子
503 スマートコーチング☆レディース 須藤　友子 山口　瑞穂 川田　真希
504 teamべっぴん3 美並　聡子 山口　優子 青山　麻衣子

3時間エンデューロ / ⼥⼦チーム



1.5

サイクルジャンボリー袖ケ浦
開催⽇:2021年6⽉20⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 12:45 備考 3時間（スリーヒートレース混⾛）
スタート 13:15

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4

601 PARTY 山田　貴子 吉野　功哉
602 八千代エンジェルス 深津　裕一 深津　綾香
603 チバポンズ@律子と下僕 前島　律子 飯塚　和弘
604 charipro 斉藤　清史 倉橋　弥佳子
605 サンクル西葛西 石川　雄也 大舘　文果
606 スマートコーチング 宮城　玲央奈 宮城　一美
607 忍者Zwifters/フレンド商会 服部　慎也 服部　絢子
608 ケンタロス 植村　大樹 植村　志保
609 Champion System Japan Test Team 藤原　真 米田　和美
610 チームエテーズ 渡邊　祥太 渡邊　麗 渡邊　京
611 team一匹狼 滝口　智 吉田　晴彦 塩野　淳平 山田　菜月

3時間エンデューロ / 男⼥混成チーム


