
サイクルジャンボリー ビギニングエンデューロ
開催⽇:2021年8⽉15⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 10:00 備考 : 1時間
召集エリア集合 10:20 　　　　ソロエントリーのみ

スタート 10:30

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1 ⼤⾕　直也 オオタニ　ナオヤ BUNNYHOPS
2 辻　洸之介 ツジ コウノスケ 県⽴銚⼦商業1年
3 ⾼川　孝⼀ タカガワ コウイチ　　 Team  bee
4 ⽮島　開⽣ ヤジマ　カイセイ 法政⼆⾼⾃転⾞競技部
5 吉⽥　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ Taem ⼀匹狼
6 北島　柊歩 キタジマ シュウト ウィンディー筑波
7 後藤　彰吾 ゴトウ　ショウゴ
8 奥野　朝陽 オクノ　アサヒ
9 ⼩仁⽥　充 コニタ　ミツル
10 ⼭尾　太郎 ヤマオ　タロウ
11 関根　光治 セキネ　ミツハル ライスシャワー
12 新島　⽴⼰ シンシマ　タツキ
13 菅野　⼼平 カンノ　シンペイ 宮野⽊⾃転⾞漕⾛会
14 吉井　常浩 ヨシイ　ツネヒロ
15 桐澤　敦 キリサワ　アツシ 宮野⽊⾃転⾞曹⾛会
16 ⽥邉　章太 タナベ　ショウタ Ｔｅａｍ1匹狼
17 井上　裕太郎 イノウエ　ユウタロウ TONY Racing
18 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
19 稲益　宗知 イナマス ムネト fifty storm
20 澤村　彩⼈ サワムラ　アヤト 宮野⽊⾃転⾞漕⾛会
21 堀⼝　誠 ホリグチ　マコト 宮野⽊⾃転⾞漕⾛会
22 古梶　務 コカジ　ツトム
23 佐藤　凜 サトウ　リン
24 宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ Team MAX41
25 ⼩川　智嗣 オガワ　サトシ 宮野⽊⾃転⾞漕⾛会
26 ⿊⽥　亮 クロダ　リョウ
27 宇井　陽⼀ ウイ　ヨウイチ Team MAX41 
28 ⼤野　佑樹 オオノ　ユウキ
29 ⼭⼝　正樹 ヤマグチ　マサキ POU
30 酒井　凜 サカイ　リン
31 吉武　将也 ヨシタケ　マサヤ U2bikes
32 鈴⽊　政浩 スズキ　マサヒロ プロジェクトK
33 中村　直継 ナカムラ ナオツグ Team MAX41
34 吉⽥　直樹 ヨシダ ナオキ PK
35 ⽟⽊　泰希 タマキ　ダイキ KANEKOCLUB
36 上⻄　和彦 ジョウニシ カズヒコ club-pk
37 岩井　誠 イワイ マコト
38 川島　僚太 カワシマ　リョウタ Team Glory 
39 藤江　祐輝 フジエ　ユウキ 東京電機⼤学サイクリング部
40 伊藤　潤 イトウ　ジュン チームIJ
41 康　寿成 カン　スソン
42 権　奇哲 ゴン　キテツ
43 持⽊　将也 モチキ　マサヤ

1時間エンデューロ (午前) 

男⼦ ソロ



44 徳⼭　⾒晴 トクヤマ　ミハル 東京電機⼤学サイクリング部
45 豊⽥　栄右 トヨダ　エイスケ U2BIKES
46 森榮　晃彦 モリサカ　アキヒコ チームしろめし
47 福⼭　慧 フクヤマ　サトシ SHEG
48 吉⽥　光希 ヨシダ　コウキ チームBMレーシング
49 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
50 駒井　裕太 コマイ　ユウタ ツインターボしたい
51 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling　Dagyan　Nazaer RX&co;
52 太⽥　⼒⽃ オオタ　リキト

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

101 王　蘇 オウ　ソ
102 服部　絢⼦ ハットリ　ジュンコ フレンド商会/忍者Zwifters
103 鈴⽊　美寿々 スズキ　ミスズ
104 ⼤島　律⼦ オオシマ　リツコ
105 北村　恵美 キタムラ　エミ
106 ⻘⾕　美奈⼦ アオヤ ミナコ
107 野村　智美 ノムラ　トモミ えめそー。
108 春⽇　智郁⼦ カスガ　チカコ
109 ⻑橋　梓 ナガハシ　アズサ
110 森榮　晃⼦ モリサカ アキコ チームしろめし
111 髙橋　実結 タカハシ　ミユ TEAM⼭登
112 内堀　昭⼦ ウチボリ　アキコ team ⼀匹狼

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

115 筒井　楓 ツツイ カエデ Team⼭登

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

201 植松　志⾏ ウエマツ　ムネユキ
202 宮崎　優⼈ ミヤザキ　ユウト
203 松本　環 マツモト　タマキ
204 品⽥　晟児 シナダ　セイジ
205 池⽥　剛志 イケダ　ツヨシ
206 菊地　純蒼 キクチ　ジュンセイ 台東区柏葉中
207 宮嵜博⼰ ミヤザキヒロキ チーム北総レーシング
208 松村遥 マツムラハルカ チーム北総レーシング
209 ⼩林壮⼀ コバヤシソウイチ チーム北総レーシング
210 齋藤涼⽃ サイトウリョウト チーム北総レーシング
211 ⼭本歩輝 ヤマモトアユキ チーム北総レーシング
212 後藤　駿 ゴトウ　シュン チーム北総レーシング
213 平岩　正之祐 ヒライワ　セイノスケ ⼤船中サイクリング愛好会
214 根本　敬介 ネモト　ケイスケ ⼤船中サイクリング愛好会
215 福富　悠 フクトミ　ハルカ
216 関根　佳洋 セキネ ヨシヒロ ライスシャワー
217 河原　⼤悟 カワハラ ダイゴ 内房レーシング
218 ⻑井　凛道 ナガイ　リント すね⽑レーシング
219 梅村　俊哉 ウメムラ　トシヤ
220 筒井　和 ツツイ　ヤマト Team⼭登

⼥⼦ ソロ

中学⽣⼥⼦ ソロ

中学⽣男⼦ ソロ



サイクルジャンボリー ビギニングエンデューロ
開催⽇:2021年8⽉15⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 10:00 備考 : 2時間
召集エリア集合 10:20 　　　　　ソロ・チーム混⾛

スタート 10:30

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

301 河野　慎 カワノ　マコト
302 服部　慎也 ハットリ　シンヤ フレンド商会/忍者Zwifters
310 堀⽥　⼤地 ホリタ　ダイチ 褐⾊
312 上野　豊⽣ ウエノ　トヨナリ TRYCLE
315 鈴⽊　開⽃ スズキ　カイト
317 松尾　勇太 マツオ　ユウタ
322 蓬⽥　直⽣ ヨモギダ　ナオキ TRYCLE
325 中⼭　夏凜 ナカヤマ　カリン
326 ⽊村　晃⼤ キムラ　アキヒロ
329 伊藤　敬紘 イトウ　タカヒロ
330 ⾼岡　亮寛 タカオカ　アキヒロ Roppongi Express
331 菊川　実紀 キクガワ　ミノリ Roppongi Express
332 奥⽥　拓⼈ オクダ　タクト Roppongi Express
333 ⻄⼭　琢⾺ ニシヤマ　タクマ Roppongi Express
334 ⽯橋　利晃 イシバシ　トシアキ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
335 鵜澤　慶徳 ウザワ　ヨシノリ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
336 佐藤　忠則 サトウ　タダノリ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
337 安宅　将貴 アタカ　マサタカ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
338 ⽯塚　将⼈ イシヅカ　マサト 湾岸サイクリング・ユナイテッド
339 椿　⼤志 ツバキ　ヒロシ Champion System Japan Test Team
340 ⼋幡 光哉 ヤハタ ミツヤ TRYCLE.ing
341 ⼤森　拓実 オオモリ　タクミ
342 永友　宏樹 ナガトモ　ヒロキ MiNERVA-asahi
343 今井　亮太 イマイ　リョウタ MiNERVA-asahi
344 松本　成輔 マツモト　セイスケ
345 ⼩林　毅瑠 コバヤシ　タケル MiNERVA-asahi
346 ⽥代　郷史 タシロ　ゴウシ
347 猿⽥　匠 サルタ　タクミ
348 ⻑野　雄⼤ ナガノ　ユウダイ
349 佐藤　貴也 サトウ　タカヤ 多摩川ポタリングクラブ
350 斎藤　剛 サイトウ　ツヨシ FORCE
351 篠原　裕太 シノハラ　ユウタ initial k
352 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの⽿
353 ⻄⽥　圭 ニシダ　ケイ T.L.A
354 柳原　⼤樹 ヤナギハラ　ダイキ Kaleidoscope racing
355 千葉　裕⼰ チバ ユウキ NEX
356 岩本　海 イワモト　カイ
357 神代　秀彬 カシロ　ヒデアキ
358 ⽥村　繁貴 タムラ　シゲキ GY test team
359 池⽥　浩 イケダ　ヒロシ チーム⼀匹狼
360 原　維吹樹 ハラ イブキ Team⼭登
361 ⼭本　容 ヤマモト　イルル
362 伊禮　亨 イレイ　トオル ⼀匹ゴリラ

2時間エンデューロ / ソロ

男⼦ ソロ



363 ⼩笠原　知洋 オガサワラ　トモヒロ
364 市原　直弥 イチハラ　ナオヤ
365 吉⽥　啓悟 ヨシダ　ケイゴ
366 ⻑島　寛征 ナガシマ　ヒロユキ
367 福地　颯⼈ フクチ　ハヤト ワンダーサイクリングOB
368 ⽯丸　貴昭 イシマル　タカアキ セマスレーシング
369 細⾕　幹⼤ ホソタニ ミキヒロ
370 吉原　琉永 ヨシハラ　リュウエイ
371 ⼯藤　海 クドウ　カイ 東京電機⼤学サイクリング部
372 濱⽥　⼤樹 ハマダ　ヒロキ teamBee
373 森　祐介 モリ　ユウスケ (有)森武⾃動⾞
374 ⼤徳　繁騎 ダイトク　シゲキ チームぼんじりさん
375 錦織　隆弘 ニシキオリ　タカヒロ
376 ⼩林　耕平 コバヤシ コウヘイ
377 ⾼⼭　遼 タカヤマ　リョウ サイクルフリーダム・レーシング
378 ⼤友　守 オオトモ　マモル ARCCレーシングチーム
379 島崎　稔史 シマサキ　トシフミ ARCCレーシングチーム
380 伊東　和哉 イトウ　カズヤ b
381 横⽥　京祐 ヨコタ　キョウスケ
382 池⾕　隆太 イケヤ　リュウタ IKEYATRUST
383 望⽉　⽴⾏ モチヅキ タツユキ TUS highload
384 清⽔　創太 シミズ　ソウタ p-kurusu
385 鈴⽯　優太郎 スズイシ　ユウタロウ 内房レーシングクラブ
386 本⽊　蔵⼈ motoki kuraudo ⽇本学園⾼等学校
387 梅本　哲之 ウメモト テツユキ RinRinRacing
388 ⿃海　和希 トリウミ　アイキ P-KURUSU
389 ルナ　アルビン ルナ　アルビン
390 城野　謙次 シロノ　ケンジ RX&CO;
391 古⾕　朋⼀ フルタニ　トモカズ 内房レーシングクラブ
392 ⾚池　拓 アカイケ　タク TUS HighLoad

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

501 福⼭　舞 フクヤマ　マイ SHEG
502 ⼭⽥　菜⽉ ヤマダ　ナツキ Team ⼀匹狼
503 島崎　茉央 シマザキ マオ
504 今村　桜⼦ イマムラ　サクラコ 内房レーシング
505 ⽵内　愛 タケウチ　アイ

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

601 松本　秀 マツモト シュウ MIVRO
602 渡辺　純⼀ ワタナベ ジュンイチ バーマッチョ
603 ⼩松　祥嗣 コマツ　ショウジ -
604 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ Araren8214
605 ⽯⼭　祐太 イシヤマ　ユウタ Team Sports KID GoMore
606 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ GROVE鎌倉
607 ⼤来　英之 オオキタ　ヒデユキ 毒キノコ連合
608 ⾈橋　潤 フナハシ　ジュン GROVE鎌倉
609 中泉　正博 ナカイズミ　マサヒロ 地獄の特訓部
610 筒井　貴之 ツツイ　タカユキ TEAM⼀匹狼
611 ⾼橋　洋晋 タカハシ　ヒロユキ チームとの
612 南波　和⾏ ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部
613 杉⼭　吉信 スギヤマ　ヨシノブ

男⼦ソロ︓マスター40（40歳以上50歳未満）

⼥⼦ ソロ



614 吉⽥　健 ヨシダ　ケン スマートコーチング
615 倉⼭　英豪 クラヤマ　エイゴ
616 篠崎　雅俊 シノザキ　マサトシ チーム との
617 原　英樹 ハラ ヒデキ Team⼭登
618 渡邉　俊彦 ワタナベ　トシヒコ チームとの
619 齋藤　優作 サイトウ　ユウサク 鉄⾞輪Cycling Team
620 渡邊　祥太 ワタナベ ショウタ チームエテーズ
621 岩瀬　正史 イワセ　マサシ ARCCレーシングチーム
622 Bentillo　Emiliano ベンティリョ　エミリアーノ Sutil multisports 
623 北⽥　好克 キタダ　ヨシカツ
624 宮崎　健太郎 ミヤザキ　ケンタロウ
625 伊藤　英⼀ イトウ　ヒデカズ シモーネ
626 押尾　智之 オシオ　トモユキ
627 加藤　光雄 カトウ　ミツオ La Speranza
628 ⾈橋　洋介 フナハシ　ヨウスケ
629 ⽯川　公彦 イシカワ　キミヒコ
630 ⽯川　有紀⼦ イシカワ ユキコ
631 笠　正和 リュウ　マサカズ 5組ーず
632 ⾼⼭　修⼀ タカヤマ　シュウイチ
633 ⽯塚　郁洋 イシヅカ　イクヒロ
634 菱川　浩⼀郎 ヒシカワ　コウイチロウ
635 佐藤　寿剛 サトウ　トシタケ
636 吉⽥　優也 ヨシダ　ユウヤ
637 福永　⾠也 フクナガ タツヤ
638 望⽉　昌之 モチヅキ　マサユキ
639 ⻘⾕　正毅 アオヤ マサキ
640 ⼤澤　寛明 オオサワ　ヒロアキ

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

701 塩野　淳司 シオノ アツシ Team⼀匹狼
702 滝⼝　智 タキグチ　サトシ Team ⼀匹狼
703 池⽥　常昭 イケダ　ツネアキ TSUNE
704 須佐　浩⼆ スサ コウジ initial K
705 加藤　勉 カトウ　ツトム initial K
706 加藤　浩⼀ カトウ　ヒロカズ TEAM SUZAKI
707 ⼭⼝　⾼男 ヤマグチ　タカオ
708 川野　朋秀 カワノ トモヒデ シモーネ
709 桑原　正樹 クワバラ　マサキ ALDINA
710 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ チーム⼀匹狼
711 内川　健 ウチカワ　タケシ Collina Z
712 筒井　崇 ツツイ タカシ Team⼭登
713 中村　通伸 ナカムラ　ミチノブ Pedalist
714 寺嶋　⼀昌 テラジマ　カズマサ
715 ⼩澤　⼤造 オザワ　ダイゾウ
716 ⼩室　輝久 コムロ　テルヒサ
717 清原　隆明 キヨハラ　タカアキ
718 伊藤　譲 イトウ ユズル SCC
719 芳賀　祐幸 ハガ　ヒロユキ
720 松⽥　貢 マツダ　ミツグ

男⼦ソロ︓マスター50（50歳以上）



サイクルジャンボリー ビギニングエンデューロ
開催⽇:2021年8⽉15⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 10:00 備考 : 2時間
召集エリア集合 10:20 　　　　　ソロ・チーム混⾛

スタート 10:30

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3

801 ASMIC 川之辺　淳 ⽴⽯　悟
802 マツアカ ⾚崎　太志 松⽥　耕⼀
803 ガーデン 中澤　誠 富澤　⼀也
804 湾岸サイクリング・ユナイテッド ⼟屋　幸⽣ ⼭⼝　史明
805 あっきー 井⽊　浩太 ⽊附　慧 岡村　英⼀
806 TEAMラストラン︖︕〜夏の陣〜 ⻑⾕川　集 ⻑⾕川　直紀 ⽥中　寛仁
807 いんなーろー@feat.すっしー ⾼野　⼤喜 藤波　怜 福⽥　克成
808 Teamコーナーで差をつけろ 三浦　⼀真 坂上　幸太郎 宮崎　拓史
809 TEAM KAMIKAZE 上野　克⼰ 富⽥　和義 ⼩原　勝範

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3

851 ヒロちーもめんズ 廣瀬　博⼦ 横⼭　⽊綿 元⽥　千⾥

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3

901 スマートコーチング 宮城　玲央奈 宮城　ひとみ
902 club-PK 津⽥　和久 鴨居　円 栗⽥　秀隆

2時間エンデューロ / チーム

男⼦ チーム

⼥⼦ チーム

男⼥混成 チーム



サイクルジャンボリー ビギニングエンデューロ
開催⽇:2021年8⽉15⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 13:30 備考 : 1時間
召集エリア集合 13:50 　　　　ソロエントリーのみ

スタート 14:00

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1002 ⻑澤　健⼀ ナガサワ　ケンイチ
1003 中⼭　勝夫 ナカヤマ　カツオ
1004 村上　英治 ムラカミ　エイジ
1005 服部　慎也 ハットリ　シンヤ フレンド商会/忍者Zwifters
1006 松尾　勇太 マツオ　ユウタ
1007 望⽉　昌之 モチヅキ　マサユキ
1008 松⽥　貢 マツダ　ミツグ
1009 松尾 　遊 マツオ　ユウ Champion System Japan Test Team
1010 ⽥渕　君幸 タブチ　キミユキ TRYCLE.ing
1011 辻　洸之介 ツジ コウノスケ 県⽴銚⼦商業1年
1012 稲益　宗知 イナマス ムネト fifty storm
1013 豊⽥　栄右 トヨダ　エイスケ U2BIKES
1014 吉⽥　光希 ヨシダ　コウキ チームBMレーシング
1015 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
1016 駒井　裕太 コマイ　ユウタ ツインターボしたい
1017 Dukiling　Dagyan　Nazaer Dukiling　Dagyan　Nazaer RX&co;
1018 倉⼭　英豪 クラヤマ　エイゴ
1019 渡邊　祥太 ワタナベ ショウタ チームエテーズ
1020 北⽥　好克 キタダ　ヨシカツ
1021 ⼭⼝　⾼男 ヤマグチ　タカオ
1022 ⻄⽥　圭 ニシダ　ケイ T.L.A
1023 福地　颯⼈ フクチ　ハヤト ワンダーサイクリングOB
1024 池⾕　隆太 イケヤ　リュウタ IKEYATRUST
1025 古⾕　朋⼀ フルタニ　トモカズ 内房レーシングクラブ
1026 平⽥　庄司 ヒラタ　ショウジ
1027 鈴⽊　翔⼤ スズキ　ショウタ
1028 中川　啓 ナカガワ　ヒラク

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1101 服部　絢⼦ ハットリ　ジュンコ フレンド商会/忍者Zwifters
1102 廣瀬　博⼦ ヒロセ　ヒロコ ヒロちーもめんズ

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

1201 植松　志⾏ ウエマツ　ムネユキ
1202 池⽥　剛志 イケダ　ツヨシ
1203 宮嵜　博⼰ ミヤザキ　ヒロキ チーム北総レーシング
1204 松村　遥 マツムラ　ハルカ チーム北総レーシング
1205 ⼩林　壮⼀ コバヤシ　ソウイチ チーム北総レーシング
1206 齋藤　涼⽃ サイトウ　リョウト チーム北総レーシング
1207 ⼭本　歩輝 ヤマモト　アユキ チーム北総レーシング
1208 後藤　駿 ゴトウ　シュン チーム北総レーシング
1209 上原　⿓雅 ウエハラ　リュウガ

中学⽣男⼦ ソロ

1時間エンデューロ (午後) 

男⼦ ソロ

⼥⼦ ソロ



サイクルジャンボリー ビギニングエンデューロ
開催⽇:2021年8⽉15⽇

コース︓袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 13:30 備考 : 2時間
召集エリア集合 13:50 　　　　　チームエントリーのみ

スタート 14:00 　　　　　全員同時出⾛

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2

1301 MiNERVA-asahi 永友　宏樹 ⼩林　毅瑠
1302 マッスルミレニアム 宇佐美　⼤輔 乾　⿓太郎
1303 チームおとん&農林中央⾦庫 越智　進太郎 井東　親吾
1304 BLUE MOMENT 1 藤崎　雄三 吉岡　幸太郎
1305 Blue Moment 2 中⼭　浩史 ⼩林　秀平
1306 ダイヤビィーティーズ ⼩泉　弘樹 鈴⽊　静雄
1307 TEHEPELO CYCLING CLUB 原⽥　真志 ⾕⼝　彰
1308 漆⿊の闇に染まりし古の⻑岡 ⻑岡　友 浅川　英⼀
1309 team Bee 濱⽥　⼤樹 多⽥　純司

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3

1401 Cancer Cycling v'Crab'v 遠藤　友樹 振屋　拓実 ⼝町　亮
1402 JINTEC 佐藤　靖史 塩⾒　泰彦 藤原　⼤輔
1403 湾岸サイクリング・ユナイテッド ⼭⼝　史明 安宅　将貴 宮⽥　直也

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2

1701 ROADBIKE team ENGINE 平嶋　⼤岳 平嶋　花菜⼦
1702 湾岸サイクリング・ユナイテッド 雑賀　⼤輔 雑賀　敬⼦
1703 漆⿊の闇に染まりし古の⻑岡を⾒守る会 渡邉　千⾥ 井澤　粹
1704 Roppongi Express 富⽥　駿 富⽥　美穂
1705 今⽇は……⾵が騒がしいな… 柳　純平 柳　美和
1706 TEAM AMiGos ⼯藤　英彦 栗原　春湖

ゼッケン チーム名 メンバー1 メンバー2 メンバー3

1801 Team⼀匹狼・体⼒ 筒井　貴之 ⽯⼭　祐太 川⽥　真希
1802 Team⼀匹狼とかなちゃん 塩野　淳司 ⼋野　可菜 松井　良恭
1803 Taem ⼀匹狼と⽿ 吉⽥　晴彦 宮野　正史 ⼭⽥　菜⽉
1804 team ZERO 井川　⺠夫 ⻑⾕川　雄⼆ ⽊村　裕圭
1805 U2Bikes 多⽥　⼀樹 ⻲井　正眸 中村　葵
1806 Team⼀匹狼 ちゃんちゃんこ 渡辺　公⼦ 栗原　哲太 遠藤　康昌
1807 Team⼀匹狼・⽼若男⼥ 滝⼝　智 鈴⽊　誠⼈ 根本　⾹織
1808 Team⼀匹狼・⾼速カフェライド組 池⽥　隼佑 井原　慧樹 内堀　昭⼦
1809 Team⼀匹狼と⼀匹ゴリラ 桑原　隆浩 宮野　幸 伊禮　亨
1810 Ｔｅａｍ1匹狼・薄め ⽥邉　章太 池⽥　浩 蒲原　琴⾳
1811 えめそー。 野村　智美 井上　裕太郎 ⼤野　佑樹

トレインエンデューロ

男⼦トレイン 2名チーム

男⼦トレイン 3名チーム

男⼥混成トレイン 2名チーム

男⼥混成トレイン 3名チーム


